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平成２０年１月１日号
弦打地区の人口（１２月1日現在）

弦打校区コミュニティ協議会 ℡８８２－０２８５
つるうち.ネット http://www.tsuruuchi.net/

世帯人人人平成18年

世帯人人人平成19年

世帯数計女男

『住み良さが実感できる町！弦打』をめざして

弦打校区連合自治会

弦打校区コミュニティ協議会

会長 川 崎 政 信

新年明けましておめでとうございます。

年頭に当たり一言ごあいさつを申し上げます。皆様におかれましては，ご家族お揃いで健やかに新年

をお迎えのこととお喜び申しあげます。

日頃は自治会活動をはじめ地域コミュニティ，校区の関連諸行事等に格別のご理解とご支援，ご協力

を賜り厚く御礼申しあげます。

さて，昨年を顧みますと，２００７年の世相を表す〔今年の漢字〕に『偽』が選ばれ，年金問題を始

め，種々の偽装で世間の信用を失墜させました。一方，夥しい凶悪事件での子どもたちの犠牲の報道は，

世間を震撼させ，大人社会の醜さや利己主義を露呈させました。こうした中で，当校区では『安全で安

心な住みよさが実感できる町づくり』のため，地域コミュニティ協議会の５部会（青少年育成防犯，保

健福祉，環境安全，生涯学習スポーツ，総務広報）で，校区内の諸課題の解決に真摯に取組み，実現可
能なものから実践されております。皆様のご協力・ご支援を頂き，校区内の三大行事【春の大運動会，

敬老会，秋の文化祭】も盛況裏に滞りなく終了できました。また，県内では稀有な試みで，３年毎に実

施しております弦打校区国際交流協会主催の第６回日中交流相互訪問も，多くの子どもたちが真の友情

を深め，咋年１２月の受け入れで終了しました。改めまして関係者の皆様に厚く御礼申しあげます。

今後，当校区に於いては他地区に誇れる町づくりや諸事業を推進せねばなりません。校区内最重要課

題として，①工事が始まりました都市計画道路木太鬼無線の早期開通，及び校区内の総合的な関連環境

対策 ②幼稚園・保育所の拡充整備，そして③消防屯所の拡充整備等を図ってまいりたいと考えており
ます。そのためには，校区内各種団体等の協力，連携を一層密にして，所謂地域が１つに纏まり地元選

出の市議会議員と共に車の両輪として機能を高めながら，新市長が掲げております『市民との協働，強

化』の具現化をめざし，市長の理解を求めていくことが重要と考えております。

ところで，近未来に発生すると考えられる「南海大地震」等，諸災害に備えることをはじめ，『自分

達の町は自分達で守る』（自助・共助）の精神《出来る人が出来る時間に出来る事》からお一人お一人

が共に手を携え地道に『住みよさが実感できる町づくり』を更に進めようではございませんか！皆様の

格段のご理解，ご支援，ご協力を節にお願い申しあげます。

最後になりましたが地域住民皆様にとって明るい幸多き年と成ります様ご祈念致しまして新年のご挨

拶とさせて頂きます。

4,48510,4325,3145,118
4,55110,4955,3625,133

年末年始は下記の通り運休いたします。ご利用の皆様はご注意ください。
平成20年も引き続きご愛顧のほどよろしくお願いいたします。

【運休期間】平成19年12月29日(土)～平成20年1月3日(木)

（写真右）11月26日(月)，広島市東区社会福祉協議会が「はくちょう号」の視察に
訪れました。当地区の乗合タクシーは依然厳しい状況が続いていますが，行政
の支援を受けずに運行している全国的にも珍しいケースです。コミュニティ協議
会会長および運行会社からの立ち上げから現在に至る状況の説明に熱心に耳
を傾け，公共交通機関空白地帯における高齢者等の日常生活・通院等の足の
確保に向けて， 2時間半にわたり具体的な質問や試乗が繰り返されました。
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12月9日(日)お天気に
も恵まれ，多くの親子
連れで賑わいました。

参加された皆様，ご協力くださっ
た方々，ありがとうございました。

弦打小学校PTA

バザールのお知らせ
１月１９日(土)１２時３０分～１５時

会場：弦打小学校

「善意の品」をはじめ，うどんや焼きそば，ジュース類
の販売も行います。ぜひお越しください！

「善意の品」のご提供をお願いします

「善意の品」を募集しています。不要な日用品等（未使
用品）をご提供いただける方がいらっしゃいましたら，
お手数ですがご近所の児童のいる家庭にご相談のう
えお預けください。
（回収方法・期間等が地区により異なるため）

収益金は子どもたちの活動に有益に使用させていた
だきます。ご協力をよろしくお願いいたします。

<第１０弾>
中津神社

高松市中津公園
北隣

11月30日～１２月4日の間，中国育新
学校から子どもたち２２名を中心とした
訪日団が弦打に滞在しました。弦打小
学校の子どもたちの家でのホームステイ
や，交流歓迎会等で親睦を深めました。

詳細は弦打小学校のホームページでもご
覧いただけます。
(http://www.edu-tens.net/syoHP/turuutiHP/)

一年の計は
元旦にあり

新しい年は，神社へお参りして気分も新たにスター
トしたいものです。平成２０年１月１日午前零時より新
年元旦祭を執行し，午前２時まで三好宮司の新年祈
願とお祓いをしていただけます。元旦午前９時より１２
時までは，ご子息によるお祓いをいたします。皆様お
揃いでお参りくださいますようご案内申しあげます。

また，拝殿前において，甘酒の接待をいたします。
今年も12月下旬に「小坂いすの木会」の皆さんで新年に

むけて神社の清掃を行いました。

乗合タクシー「はくちょう号」
運行３年目を迎えたはくちょう号は，乗車運賃と協賛企業
広告のみで運営費を賄っています。地域の公共福祉事
業として趣旨にご賛同いただける企業の車外・車内の広
告を随時募集しています。何卒ご協力をお願いいたしま
す。お問合せは平成タクシー（☎0120-33-2370）へ。
広報つるうち
弦打校区コミュニティ協議会は地域企業とも協働したまち
づくり活動を進めています。毎月各家庭にお届けする広
報つるうちに広告を掲載する協賛企業を募集しています。
詳細はコミュニティセンター窓口または，つるうち.ネット
（http://www.tsuruuchi.net/)のチラシをご覧ください。

広報つるうちで紹介してほしい
ニュースや情報をお寄せください。
2月号掲載対象は1月１４日(月)締切。

地名が示すように，昔は香東川と本津川に挟まれた入
り江に面したところと考えられる中津ですが，農地開拓・
埋め立てによって海は彼方になってしまいました。

その中津地区を鎮める神社として，いつの頃か飯田の
宮「岩田神社」の末社として招聘され，祭神は天照皇太神
を主神として，少彦名命，大己貴命，倉稲魂命，填安姫
命をお祭りして，地区の方たちに信仰されています。

現在の社は大正８年に新築されたと登記されています
が，平成１３年６月に中津自治会に登記を行い，行事や
管理を行っています。 （総務広報部会 K.S）
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保健委員会 お問い合わせは勝賀保健ステーション
☎882-7971 弦打地区担当保健師へ。

身体計測・発育・発達状況の観察・育児相談等

日時：１月２３日（水）

場所：弦打コミュニティセンター 大会議室

４ヶ月児相談

9:30～9:45（受付）～11:00頃

対象者（19年９月生)に個人通知します。

乳幼児相談

13:00～15:00 乳幼児と保護者どなたでも。

交通安全母の会

日 時 ：１月２３日（水）15:00～16:30
場 所 ：弦打コミュニティセンター
対象者 ：成人の方どなたでも。

保健師が健康相談に応じます。
お気軽にお越しください。

年末年始の交通安全運動

平成19年12月10日～平成20年1月10日

老人クラブ ヨーガ 1月21日(月),28日(月)13:30～ 弦打コミュニティセンター和室

婦人会 お問い合わせは婦人会会長 清水へ。

支部長会10:00～

サンポートホール高松男女共同参画フォーラム(12:30開場)13:00～16:00

日赤ボランティア8:30～11:30２８日（月） 高松赤十字病院

献血ルーム献血ルームサービス10:00～16:0026日（土）

弦打コミュニティセンター
役員会9:30～１月１９日（土）

場 所行 事日 時

たった一つの大切な命。健やかにのびのびと

育てるエッセンスを先生と一緒に考えてみま

せんか？この機会にぜひお越しください。

日時：１月２３日（水）13:30～14:30

※乳児相談の時間に合わせて実施します。

場所：弦打コミュニティセンター 大会議室

内容：テーマ「いのちのお話」

対象：乳幼児と保護者どなたでも。

講師：いのちの応援舎 眞鍋 由紀子 先生

明けましておめでとうございます。支部長一同，新たな気持ちで婦人会活動に
がんばってまいりますので，今年もよろしくお願いいたします。

コミュニティセンター
１月より，防犯上の理由等から閉館日・夜間は駐車場を

閉鎖します。開閉門時間は原則として左表のとおりとなります
ので，利用者の皆様はご注意ください。

なお，地区行事等の事由で時間外の利用が必要な場合は，
事前にコミュニティセンター事務室へご連絡ください。ご理解
とご協力をお願いいたします。

また，平素から来館の際は近隣の迷惑にならないよう，充分
ご配慮くださいますよう重ねてお願いいたします。

終日閉鎖祝日・年末年始（閉館日）

１７：００９：００日 曜 日

２２：００９：００土 曜 日

２２：００８：３０平 日

閉門開門【駐車場開閉門時間】

子ども会育成連絡協議会
凧あげ大会，昔遊び，ゲーム等を地域の方々に教えてもらいながら楽しみましょう！

と き：１月１２日（土）９：００～１２：００
ところ：弦打小学校 運動場・体育館
協 力：弦打地区老人クラブ連合会

※子ども会で作った凧など，凧は各自で持ってきてください。
※昔遊びが得意な方・ご指導いただける方はコミュニティセンターへご連絡ください。

青少年健全育成連絡協議会



開館・・・月～土曜日・・・９～２２時 日曜日・・・９～１７時 （祝日は閉館）
高松市鶴市町３５６－３ 電話・ＦＡＸ （０８７）８８２－０２８５
※講座の申し込み・問い合わせ先→電話か直接来館で。
※講座の申し込み状況なども「つるうち.ネット(http://www.tsuruuchi.net/)」からご覧ください。

弦打コミュニティセンター 受講生募集 Ｈ２０年１月１日号

申込方法・参加費・準備物内 容 ・ 日 時 ・ 講 師講 座

１／１５（火）まで先着１５名。 ◆受講負
担金５００円とテキスト代１，０５０円を２
２日に集金。◆パソコンを１０台用意。
５名の方は自分のパソコンを持ち込み
で。テキスト：IT基礎講座表計算中級
〔FOM出版〕

表作成の方法等を学習します。

１月２２日（火）・２４（木）・２５（金）の
３回連続で，いずれも１３：３０～１５：３０
講師：フロンティアパソコンスクール

（この講座は１９年７月にも実施し，好評でした。）

パソコン教室
「仕事に役立つ
エクセル講座」
（３回コース）

※講座の日時や内容は事情により変更になることがあります。予めご了承ください。
※先着順の場合，弦打校区の方が優先です。定員に達してない場合は，校区外の方も参加できますので，お問い合わせください。
※連絡なく欠席された場合で，有料の場合は参加費をいただく場合があります。

第５２回（平成１９年度）高松市西部地区 囲碁・将棋大会のご案内
目 的 ： 囲碁・将棋大会への参加を通じて近隣住民との親睦をはかります。
日 時 ： 平成２０年１月２７日（日）９：００～１６：４０ （受付開始は８：３０～）
場 所 ： 下笠居コミュニティセンター２階大会議室 （下笠居小学校校庭を駐車場として利用可）

主 催 ： 第５２回高松市西部地区囲碁・将棋大会世話人会
主 管 ： 下笠居地区囲碁・将棋連絡協議会
参加資格 ： 檀紙・香西・鬼無・弦打・下笠居地区の在住者。 事前申込み要
申込期間 ： 平成２０年１月１１日（金）までの平日の９：００～１７：００
申込方法 ： 弦打の方は弦打コミュニティセンターへ直接来館し，１，５００円（昼食・記念品代を

含む）を持参してお申込みください。

自主防災についての
講演会 １１月

人権学習
１１月

夏休み！家族で映画を
楽しもう ８月

申込み要：１／１１（金）まで◆無料◆
携帯電話を持参してください。なくても
参加できますので，事前にお申し出く
ださい。
・どこの会社の電話でも対応

携帯電話の番号の登録の仕方，メールの送受信，
災害時の活用法など様々な疑問が個別に聞けます。
機能を学習して電話を活用しましょう。

１月１７日（木）１０：００～１１：３０
講師：ケータイサークルサポーター

携帯電話講座

年末年始の閉館 １２／２８（金）は１７時閉館，１２／２９（土）～１／３（木）は閉館

世代間交流（弦打小学校1･2年生

と老人クラブ連合会）
ふるさと学習１２月

弦打パン・ケーキ同好会に入りませんか！
原則毎月第３日曜日９：００～１２：００
講師：園藤 恵子さん（管理栄養士） 代表：天弘さん
メニューの一例

1/20 ピロシキ，サーターアンダーギー，クリームパン

2/17 ポービリア（もちもちパン），春らしい生クリームケーキ
3/16 エピ（フランスパン），春の和菓子（いちご大福など）
＊4月からも盛りだくさんです。 ＊参加費 1回1,500円

問合せは, 弦打コミュニティセンターへ。

募集！

興味のある方
は一度参加し
てみてくださ

いね。

たくさんの方の参
加があった講座の
様子（写真）を一部
紹介します。

今年度実施した講座より


