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平成２０年２月１日号
弦打地区の人口（１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19年

世帯人人人平成20年

世帯数計女男

4,49310,4405,3215,119
4,55110,5035,3605,143

弦打地区の消防・防災体制の中心である高松市消防団
弦打分団は，19年度から30人体制に増員されています。

消防団は，地域社会に密着した組織であるという特性か
ら，大規模災害時，地域住民の救護や危険箇所の警戒等
に大きな力を発揮したことはよく知られていますが，その活
動は非常時だけにとどまらず，夜警や防災活動，本津川
一斉清掃等，日頃から地区のための活動を行っています。

しかし，近いうちに発生が予測されている東南海沖地震
等，大規模災害が発生したときには，消防分団よりももっと
近いところでの助け合いが必ず重要となります。なによりも，
まず自分自身を守ることが大切です。いざというときに備え，
日頃からのご家庭での備えやご近所づきあい等について，
各々の立場で話し合い，家庭で取り組めること，地域で取
り組めること，それぞれの立場で「自分にできること」から始
めましょう。

消防団員とは
★特別職の地方公務員です。
★給料はありませんが，活動に対して手当てが支給されます。
★活動に必要な制服や作業着が支給されます。
★活動による怪我等は条例に基づき補償されます。

入団資格
★弦打地域住民で２０歳～45歳くらいまで。

連絡先
★高松市消防団弦打分団 分団長 末澤邦弘（☎881-3964）

弦打小学校長 寒川 知治

弦打小学校に赴任しての1年は，楽しく充実したものでした。初めて子どもたちと
会った始業式の朝，元気のよいあいさつと輝く瞳がとても印象的でした。また，運
動場で遊んでいても，時間が来るとさっと教室に向かう姿に感心しました。

私は，「楽しく，元気で，よく学ぶ子のいる学校」に弦打小学校をしたいと思って
います。学校や授業が楽しいこと，心身ともに元気でたくましいことは大切です。
加えて相手の気持ちを考えられる優しい子，目標を持って勉強をしっかりする子
に育って欲しいと願っています。そこで，算数での少人数授業や様々な体験活
動により，よく分かる授業を行うと共に意欲的な学習態度を育てています。人権
学習やあいさつ運動・自主清掃活動も勝賀校区の小中学校と連携して充実させ
ています。

また，本校には，特色ある素晴らしいことがたくさんあります。

まず，中国南昌市の育新学校との交流です。今年は３年に１度の交流年で，訪
問した児童はホームステイで中国の家庭生活を体験したり，中国の発展している
姿を見たりできました。訪日団を迎えた全校児童も歌や踊りなどの交流を通して
異文化理解の貴重な体験ができました。弦打校区国際交流協会のおかげで，他の学校では経験することのできな
い機会を与えられ，本校児童は幸せだと思います。

次に校区も，海・山・川・池・平野など多様な自然に恵まれ，施設も浄水場や警察学校，医療関係などの大きな公
共施設から福祉関係の施設，また，商業地，住宅地，農地などあらゆる面がそろっており，地域学習には最適の校
区です。

最後が，保護者や地域の方々の本校教育に対するご支援です。ＰＴＡバザールや登下校時の交通安全，農業
体験・町探検・昔の遊びなどの指導や学習で，にこにこボランティア，米や野菜作りの名人，各施設の方々，老人
クラブなどに大変お世話になりました。

この１年間，恵まれた学校を取り巻く環境の中で，弦打っ子をすくすくと伸ばして，その成果を学習参観や運動
会・地域の方々との交流会で発表してきました。今後とも，地域に根ざした学校をめざす弦打小学校へのご支援を
よろしくお願いいたします。

（写真：平成19年12月のふるさと学習より）

（写真：1月6日サンメッセ香川での出初め式の様子）
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１月１９日（土），弦打小学校PTA主催のバザーが開催
されました。保護者はも
ちろん，地域の方も大勢
来場し，大賑わいとなりま
した。ご協力ありがとうご
ざいました。

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。
３月号掲載対象は２月１０日(日)締切。

飯田城は定木のあたりにあったのではと考えられて
いますが，場所は特定できていません。案内板によると，
生駒親正が讃岐領主になったとき(1587) の城主は飯
田伝右衛門で，200石の禄で召し抱えられたそうです。
また，写真の茶臼塚は，弦打風土記によると，応仁の
乱のはじまった頃，飯田氏の祖先を祀った塚であると
伝えられています。

半田，小坂，南定木，中所，乾，飯田団地，アイランドコート午後１時～ ４時

大暮，本村，御殿，郷東，労住協，オレンジハイツ，御殿団地，
鶴市団地，鶴市西団地，サントノーレ高松西壱番館

午後１時～ ４時

青木，明見，中津，クレアガーデン鶴市午前９時～１２時

２月１５日（金）

定木，相作，新地，県職住，警察官舎午前９時～１２時
２月１４日（木）

地 区 （ 自 治 会 ） 名申 告 相 談 日

今年も市・県民税の申告時期がまいりました。この申告は決められた期限までに行わないと，いろいろな控除

が受けられないことになりますので，必ず３月１７日の申告期限までに行ってください。

弦打管内の相談日は２月１４日（木）・１５日（金），会場は弦打コミュニティセンター大会議室です。

なお，混雑を避けるため，下記のとおり指定申告相談日においでいただきますようお願いいたします。

【申告に必要なもの】
平成１９年中の所得の計算に必要な書類
国民健康保険料，国民年金保険料，生命保険料，個人年金

保険料，障害保険料，医療費等の支払の証明書または領収書
印鑑

税務署の出張相談ではありません。
帳簿書類による収支計算が必要な営庶業・
不動産所得等については，高松税務署で申告を
お願いします。

この件に関するお問合せ：市民税課 市民税第１係 ☎839-2233 

弦打保育所より

子どもたちが日々の生活やあそびの中で，楽しく
歌ったり得意になってあそび込んでいるものなどを
工夫して，全児がステージで披露します。子どもた
ちは地域の方やお家の方々に見てもらうことを楽し
みにしています。皆様おそろいでご参加ください。

日時：２月１５日(金)，１６日(土)９:１５～１２:００
場所：弦打保育所 １Fホール
お問い合わせ：弦打保育所 ☎881-2552

～生活発表会のお知らせ～
日 時：２月２４日（日）午前９：３０～
場 所：弦打コミュニティセンター 大会議室
対象者：弦打地区在住の方どなたでも（年齢不問）

＜総会イベント＞ニュースポーツ紹介体験

午前９：３０より弦打小学校体育館にて，キンボール・
スポーツ吹矢・ペタンクを予定しています。上履きを持
参の上，運動の出来る服装でお越しください。

１月12日（土），残念ながら雨天のため，凧あげ大会は
中止となりましたが，弦打小学校の体育館で老人クラ
ブの方々の協力のもと，昔遊び（コマ回し，おじゃみ，
あやとり，輪投げ，ビーンボーリング）を楽しみました。ま
た，子ども会育成連絡協議会が実施したくじ引きも大
人気でした。最後は，青少年健全育成協議会の協力
により，全員でぜんざいをいただきました。<第１１弾>

飯田城と
茶臼塚
飯田町定木

光明寺から西へ120ｍ
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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：２月２７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10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

老人クラブ ヨーガ 2月18日(月),25日(月)13:30～ 弦打コミュニティセンター和室

婦人会

高松赤十字病院日赤ボランティア8:30～11:30２７日（水）

市役所11階(114会議室）市政懇談会13:30～15:30２月１３日（水）

弦打コミュニティセンター
支部長会10:00～

県婦連生活文化展，２０日（水）１９日（火） サンポート高松

役員会9:30～１６日（土）

場 所行 事日 時

乾自治会には老人クラブが無かったので，当時の自治会長吉田繁秋様はじめ副会
長・役員皆様方等（私は衛生組合長）７名で話し合い，老人会設立委員会を結成致
しました。その結果，私が準備会会長を兼務する事になり市役所・弦打老連会長・藤
の木会長唐渡英長様方へ再三訪問して，会則や企画運営費，行事，年間の問題点
等数々事を勉強する等半年間産みの苦しみを致しました。力になってくださったのは
唐渡さんと三葉会池尻計義様，今は亡きお二方で，座位で深く深く感謝しご冥福を
祈ります。

設立後の行事については，先輩各位の指導を受けながら高松市の各種行事には
邁進，団体競技・高齢者教室・生涯学習・健康管理・老化防止等色々取入れ勉強も
しました。

希望が多かったのがゲートボール競技でした。場所はありましたが未整備のため，市長や高松市下水部長を
訪問・お願い致し，整地・完成させて貰いました。現在は船入公園内で練習しています。またこの場所はシル
バー運動器具も設置されています。

弦打老連行事，コミュニティセンターでの年間行事参加や敬老会・文化祭，小学生との交流，体協諸行事，
クラブ活動，総会・役員会，毎月の公民館活動・講座，カラオケ練習，研修，親睦旅行，友愛訪問，忘年会・新
年会等，まずは会員の親睦と友愛を考えて色々な事を増進しています。今後とも地区老連の協力と支援をお願
いします。

２月１７日（日） 第２４回都市対抗源平駅伝競走大会 従事
※当日は一部交通規制が行われます。お出かけの際にはご注意ください。

お問い合わせは婦人会会長 清水へ。

日時 ：２月２７日(水)9:30～12:00

場所 ：弦打コミュニティセンター調理室

費用 ：材料費実費（４００円程度）を当日徴収

申込 ：食生活改善推進員天弘さんへ電話
(☎882-2062) ２月20日（水）締切

日時 ：２月２７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。
どなたでもお気軽にお越しください。

こころの病気はだれにでもおこる可能性があります。しかし

一見分かりにくく，理解されにくい現状があります。あなた

や家族，親しい方がこころの病気にかかったときどのように

対応すればよいでしょうか。正しく理解し，適切に対応でき

るよう，一緒に考えてみませんか？

日時 ：２月２９日(金)13:30～15:00

受付時間 13:00～13:30

場所 ：ふれあい福祉センター勝賀

テーマ：「こころの健康を考えよう」

～病の理解と地域で共に暮らすために～

講師 ：キナシ大林病院 心療内科 早原敏之先生

会長 谷江 和一



弦打コミュニティセンター 受講生募集 Ｈ２０年２月１日号

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。

申込方法・参加費・準備物内 容 ・ 日 時 ・ 講 師講 座

申込み要：２／７（木）までに子ども
の人数が２０名まで(先着順）
◆子ども一人６００円(材料費・当
日集金）◆エプロン・三角巾(バン
ダナ）・ハンドタオルを持参

幼児から小学生が対象。春巻き・シュウマ
イ・中華スープを作ります。

２月１０日(日）９：００～１２：００
講師：園藤 恵子（管理栄養士）

子どもたち集まれ！
子どもの食育

「料理教室」

申込み要：２／２０（水）まで先着１
５名◆花きりバサミ・ナイロン袋・ぞ
うきんを持参◆２，０００円
（生花代･当日集金）

おひなさまをテーマにした
生花によるアレンジをします。

２月２８日（木）１４：００～１６：００
講師：小前 美保子

フラワーアレンジ
講習会

～おひなさま～

※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。

申込み要：２／１２（火）まで◆布
（ハンカチ１枚分）・糸・針・ハサミを
持参する。◆２００円（材料費・当
日集金）

布を使ってすてきなブローチを作ります。
【センターに見本があります】

２月１９日（火）１３：００～１５：００

講師：畑本 章子

リサイクル教室
「布のブローチ」

申込み要：事前に単位老人クラブ
会長へ（６０名程度の予定）◆無料
◆室内シューズ，タオルを持参し，
運動の出来る服装でお越しくださ
い。

体力測定を行います。

２月１９日（火）１３：００～１５：００
講師：太田 アツ子・早馬 久香

【高齢者教室・
協力：保健委員会】

体力測定

９：３０～１１：３０木生命の貯蓄体操

１９：３０～２１：００水フォークダンス

１３：３０～１５：３０１・３水絵手紙の会

１０：００～１１：３０１・３水スマイルキッズ
（未就園児と親のサークル）

９：３０～１１：３０水編み物手芸

１９：００～２１：００火ヨーガ

１３：００～１５：００第４火木目込み人形

１３：３０～１５：３０月レクレーションダンス

１３：３０～１５：３０２･４日カラオケ

１０：００～１２：００１･３日銭太鼓・
シャンシャン傘踊り

９：００～１２：００第３日手作りパン・ケーキ教室

１９：００～２１：００第２土カメラクラブ

１３：３０～１５：３０１・３土木彫りの会

１３：００～１５：００土
月に３回

かな書道
（かな・漢字書道）

１６：００～１８：００金かきかたペン習字

１９：００～２１：００金フレンズ（大正琴）

１９：００～２０：００金エアロビクス
(ダンベルやストレッチ有り）

１０：００～１２：００金太極拳

９：３０～１５：３０第２金すみれ会
（服のリフォーム）

１９：３０～２１：００２・４木３B体操（サンビー体操：

ストレッチ体操等）

１９：００～２１：００木妙香吟詠会(詩吟）

１６：３０～１８：３０１～４木シスター(小学生のダンス）

１５：３０～１６：２０１～４木リルシスター アンド
リルエス(幼児のダンス）

同好会に入りませんか
問い合わせ：弦打コミュニティセンター

なお，定員の関係で入れないことや日時等は変更になることがあります。

※幼児の保護者は必ず参加してください。また小学生の保護者においても，お手伝いいただけ
る方を募集します。保護者の方も，もちろん試食できます。


