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弦打地区の人口（２月1日現在）
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子どもたちの安全確保
皆様ご承知のとおり，近隣地区で子どもの安全が脅かされる事件が発生しまし
た。当地区においても，小学校PTAの皆さんや地域の方がニコニコボランティアと
して子どもたちの登下校時に見守り活動を行っておりますが，冒頭の事件は午前
７時過ぎに発生し，地域の目の隙間を縫った形となってしまいました。
子どもたちはもちろん，地域住民が安全・安心して生活できるように，朝のゴ
ミ捨てや農作業，散歩・ウォーキングなど日常生活の際にも周辺に目を配る，ご
近所さんや通学時の子どもたちに挨拶や声を掛ける，夜間は門灯を点けるなど，
些細なことでも充分犯罪抑止力となりますのでぜひご協力をお願いします。
また，このたび，コミュニティ協議会と青少年健全育成協議会が立て看板を作成しました（右上）。今
年度中に校区内の河川・ため池などの危険箇所に設置予定です。

地域で高齢者を支え合うまちづくり
従来より，民生・児童委員連絡協議会，社会福祉協議会が中心とな
り，関係諸団体と協力して高齢者が住みなれた地域社会で安心して生活
できるようまちづくりを進めています。その手段として，「要支援者の
安否確認システムの構築」と「生活地区でのふれあいの確保」を２つ
の柱としています。
まず，「要支援者の安否確認システムの構築」は，通常時は民生委
員による月に１度の訪問により実施されています。また，非常時にお
いても要支援者の安全確保等いち早く対応できるよう，現在情報収集
と連絡網やマップの作成等を進めています。
また，「生活地区でのふれあいの確保」については，弦打地区を12
地区にわけ，自治会・老人クラブ・婦人会・保健委員会その他地域の
皆さんの協力のもと，各地区で特色のあるふれあい集会や講演会等を
開催しています。各地区集会所での開催ということで，遠くまでは出
かけられない方も参加しやすく，生活範囲においての交流の場，さら
に情報交換の場となっています。
お互いが支え合い，すべての人が活き活きと暮らす共助的なまちをつ
くるためには，それぞれが自主的に活動することも大切です。情けは
写真：2月3日(日) 中津公民館で開催された
人のためならずと，昔からの言葉通り，身近なことからまちづくりに
ふれあい交流会の模様
取り組んでみませんか。

平成１９年度も残りわずかとなりました。各部会では年間を通じ
てコミュニティプランに基づいた協議を行っていますが，部会長
会と役員会を右記のとおり開催しましたのでご報告いたします。
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部会長会（写真左）
日時
：平成２０年２月８日18:30～
出席者 ：部会長，副部会長他 ９名
内容
：部会活動報告，意見交換 他
役員会（写真右）
日時
：平成２０年２月１８日18:30～
参加者 ：役員，部会長他 １８名
内容
：部会活動報告
平成20年度まちづくり交付金等受入れ
高松市主催研修への参加状況報告
会則改正案・運営費・組織構成等 他

１３日(木) 弦打幼稚園 修了式
１３日(木) 弦打幼稚園 修了式
１８日(火) 弦打小学校 卒業式
１８日(火) 弦打小学校 卒業式
１９日(水) 弦打保育所 就学する子どもを
１９日(水) 弦打保育所送る会
就学する子どもを
送る会

<第１２弾>
香東川
渡し場跡
郷東橋南

弦打幼稚園の園庭を開放します。
寒さに負けず，体を動かして元気に遊びましょう！

～園庭開放～

３月２１日(金)～３月３１日(月)
９：００～１１：３０ ※土日は除く
お申込みは不要です。必ず保護者付き添いのもと，
お誘い合わせて直接幼稚園までお越しください。

くらしの見守り隊情報
【被害例】公共機関をかたった「医療費の還付金について」
という相談が急増しています。
公的機関から還付金が発生する場合においても，
① 県庁・市役所には「収総課」「社会保険総務課」と
いう課はありません
② 公的機関から電話での照会・問合せはありません
③ フリーダイヤルへの連絡を求めることはありません
④ 金融機関でATM操作を求めることはありません
不審な電話・文書を受け取った場合は，消費生活セン
ター・県民センター・警察署（警察総合相談センター
☎ ８３１－０１１１ または ＃９１１０）に相談しましょう。
くらしの見守り隊 北條美紀
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。
４月号掲載対象は3月１0日(月)締切。

体育協会

江戸時代は大きな川に橋が掛けられず，渡し舟を
使って香東川を渡っていました。東は今の郷東橋から
50mくらい南のところから舟に乗り，西側の「住屋」という
茶屋・旅人宿の前に舟をつけたといわれています。ま
た，明治29年に幅3m程の板橋（郷東橋）が掛けられる
までの仮板橋は何度も流されたため，明治20年頃まで
渡し舟があったそうです。現在はその場所に与謝蕪村
の歌碑が立っています。

18年度から地域総合型スポーツクラブの設立につい
て協議をして参りましたが，お陰をもちまして，去る２月
２４日（日）に「弦打スポーツクラブ（通称TSC）」設立総
会を開催し，当地区における地域総合型スポーツクラ
ブの設立が下記のとおり決まりました。
会
長 ：英 和明
主な活動 ：スポーツ吹矢，ソフトテニス，キッズテニス
その他種目のイベント など
年 会 費 ：一般3,000円，学生・65歳以上2,500円
幼児・小・中学生2,000円
※ その他，別途参加種目毎の会費要
入会資格 ：弦打地区全住民 性別年齢不問
問合せ先 ：事務局 森下増美

詳細はコミュニティセンター窓口にチラシを配置して
います。今後の活動日程やイベント等は， 3月開設予
定のホームページ等（URL未定） を通じて行います。

３種のスポーツ大会を開催いたします。地域の方たちと一緒に体を動かしながら，コミュニケーション
を深めませんか？ご家族・ご近所お誘いあわせて，お気軽にご参加ください。

※当日は，動きやすい服装でご参加ください。
※負傷に関しては，応急処置のみの対応となります。各自で体調管理をして，無理・事故のないようにしてください。
自治会対抗 男女別

第13回 インディアカ大会
日
時：３月９日(日) ９：００～
場
所：弦打小学校体育館
参加資格：弦打校区内在住の中学生以上男女
１チーム４名
申 込 先：弦打コミュニティセンター(☎882-0285)
締
切：３月７日(金) １７：００まで。

第１０回 ゲートボール大会
日

時：３月２３日(日)
８：００集合，８：２０開会
場
所：弦打小学校運動場
参加資格：弦打校区内在住（男女年齢不問）
自治会単位で２チームまで
申 込 先：弦打コミュニティセンター(☎882-0285)
締
切：３月１８日(火)１６：００まで。

第５回 ウォーキング大会
日
時：３月２３日(日)８：３０集合，９：００出発 【雨天中止】
集合場所：弦打コミュニティセンター 駐車場
参加資格：コースを完歩できる方。小学生以下は保護者が同伴してください。
コ ー ス：コミセン→陸橋→御殿橋→自転車路南進→成合大橋→自転車路北進→御殿橋→陸橋→コミセン
お申込み：３月１８日(火)１６：００までに弦打コミュニティセンター(☎882-0285)へ。
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交通安全母の会
２月５日（火）県道１７６号線・木太鬼無線
交差点付近で，朝の通勤・通学時間に合
わせて無言キャンペーンを実施しました。
ご家庭でも，進学・就学等を機に交通
ルールや通学路について，いま一度話し
合いましょう。

婦人会

お問い合わせは婦人会会長 清水へ。
日

３月

時

行

１日（土） 9:30～

事

場

所

役員会

弦打コミュニティセンター

１３日（木） 8:30～11:30

日赤ボランティア

日赤病院

１５日（土） 9:30～

役員会

10:00～

２６日（水） 10:00～16:00

弦打コミュニティセンター

支部長会
献血ルームサービス

保健委員会

お問い合わせは勝賀保健ステーション
弦打地区担当保健師（☎882-7971）へ。

身体計測・発育・発達状況の観察・育児相談等
日時：３月２６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11月生)に個人通知します。

献血ルーム
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。

日時 ：３月２６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。

日時 ：３月２６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
13:00～15:00 乳幼児と保護者どなたでも。
3月22日（土）締切

乳幼児相談

老人クラブ

ヨーガ

3月10日(月),24日(月)13:30～ 弦打コミュニティセンター和室

葵クラブに在籍している会員は６４名おり，部活動としてはコミスポ・
ゲートボール・手芸の三部門がある。毎週土曜日をゲートボール，第１・３
火曜日はコミスポ・手芸と定め開催している。
ゲートボールのある日には朝早くから最年長の岡崎ミツルさんを含め，
会長 窪田 正美
和気あいあい賑やかに，また時には歓声をあげ，全員がグランド狭しとゲー
ムを楽しんでいる姿は頼もしい。
また，コミスポ・手芸は，白鳥の住む高月池南側に隣接する集会場で開
催･実施している。とくに，コミスポの時には，会場内の雰囲気が外にいて
もわかるような，とても楽しそうな声で賑やかにスポーツを楽しんでいる様
子が伺える。
手芸教室においても，皆さんとても熱心で互いに教えたり教えられたり
で小さな細工を指先に集中し，ときには手を休め，池の水面を滑るように泳
ぐ白鳥に目をやり，またコツコツと作品作りに取り組んでいる。部会の継続
は，お互いに協力し合うこと，特に手芸については教材の手配・資料の準備
など，一手に引き受けている会員がいるからこそ継続できていると思う。会
写真：平成19年度弦打地区文 の運営は，「集い，身体を動かし，お話をしよう」の３点を掲げ，推進して
化祭（H19/11/3,4)出展作品 いる。
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弦打コミュニティセンター

受講生募集

Ｈ２０年３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。
１９年度講座は３月で終了です。来年度も随時お知らせしていきます。
講

座

絵手紙教室

内 容 ・ 日 時 ・ 講 師

申込方法・参加費・準備物

絵手紙を描いてみたい人は，どなたでも
お気軽に参加ください。

申込み不要：直接会場へ◆無料◆
画材〔花・食品・置物等で自分が描
きたい物〕，自宅にあればペン，筆
等を持参してください。なければ当
日お貸しします。

３月７日(金）１３：３０～１５：３０
講師：越智 文美惠

後期高齢者
医療制度の
話

この４月から始まる７５歳以上の後期高
齢者医療制度について，説明がありま
す。どなたでもどうぞ。

【高齢者教室主催】

申込み不要：直接会場へ
◆無料◆筆記用具

３月１１日(火）１３：３０～１５：００
講師：高松市保険年金課

第５２回高松市西部地区囲碁・将棋大会 結果報告
１月２７日（日）下笠居コミュニティセンターで実施された大会で，檀紙・香西・鬼無・弦打・下笠居から５５
名の参加があり，弦打からは１０名が参加し健闘されました。
（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）
▼優勝・準優勝は下記の通り。〔敬称略〕
段 級 位

囲

優 勝

準 優 勝

特A
（３段以上）

高橋 純
（香西）

松田 英治
（鬼無）

A
（初段･２段）

田渕 治彦
（下笠居）

井面 善勝
（弦打）

碁

B
(無段者）

谷沢 憲一
（鬼無）

溝内 正信
（下笠居）

将

A
（初段以上）

友澤 久治
（弦打）

中美 満雄
（香西）

棋

B
（無段者）

吉川 光男
（下笠居）

多田 忠弘
（弦打）

１１月３日の弦打地区文化祭「親子陶芸体
験教室」で講師やお手伝いをしてくださっ
た皆さんが展示会を行います。入場は無
料で展示のみとなっております。どうぞご
覧ください。

「まんでがん讃岐の土」作陶展
日時：３月１１日（火）～１６（日）
午前１０時～午後６時
＊最終日は午後４時まで
場所：ヨンデンプラザ高松〔丸亀町商店街〕

問合せ：弦打陶芸道場・天川さん
（８８１－２５５０）へ

熱気溢れる会場。
下笠居の世話人
の皆さんの運営
で盛り上がりまし
た。

強い小学生と大人の
大接戦にみんなが集
まって見守っていま
す。
来年も楽しみです。

☆キッズダンスコンテストの全国
大会〔名古屋市で開催〕小学生
の部で，バブルシスターが６位
になりました。

４年生

高崎莉代，中村直美，
武部さき，矢部まりあ

☆シスターはコミュニティセン
５年生
ターで第１～４木曜日に練習し
奥村圭，西峯里緒
ている同好会です。地域の皆様，
これからも応援をよろしくお願い の６名の皆さん，おめ
でとう。〔敬称略〕
します。
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