平成２０年４月１日号
弦打地区の人口（3月1日現在）
男

女

計

世帯数

平成20年 5,109 人 5,327 人 10,436 人 4,522 世帯
平成19年 5,096 人 5,329 人 10,425 人 4,471 世帯

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/

平成１９年度より各種団体活動や事業に関する高松市の補助金の一部が一元化されましたが，２０
年度はその内容が一部見直されました。２０年度より，自治会支援事業と保健委員会育成支援事業の
２事業がまちづくり交付金に移管され，また包括補助金は選択性補助金と名称変更し，衛生組合３事
業に学校体育施設開放運営支援事業と子ども会育成連絡協議会支援事業が新しく加わりました。
当地区においては，２月の役員会等で関係団体と協議の結果，２０年度も引き続き弦打校区コミュ
ニティ協議会で一括受入したのち，事業を担当する各種団体へ交付し，これまでどおり責任を持って
事業実施・予算を執行を行うことを確認しました。
今後も各種補助金が一元化されることを鑑み，各種補助金を地域で有効に活用していくためにも各
種団体の活動や事業のより一層の充実化や見直しが重要となってきます。
市

各地域

一元化交付金
地域振興課
地域振興課

・地域ふれあい交流事業（地域振興課）
・高齢者支え合い事業（長寿社会対策課）
・文化祭事業（文化振興課）

￥

地域振興課

・自治会活動支援事業

￥

コミュニティ
協議会

￥
執行委任

保健センター

地域まちづくり交付金

￥

・地区保健委員会育成支援事業

選択制交付金
環境政策課

・リサイクル推進事業

￥

環境政策課

・クリーン高松推進事業

￥

環境業務課

・分別収集推進事業

￥

各種団体

地域で選択

市民スポーツ課

・地区体育協会運営支援事業

市民スポーツ課

・学校体育施設開放運営委員会補助金

￥

社会教育課

・地区子ども会育成連絡協議会補助金

￥

選択性補助金
リサイクル推進事業
クリーン高松推進事業
分別収集推進事業
地区体育協会運営支援事業
学校体育施設開放運営支援事業
子ども会育成連絡協議会支援事業

￥

その他補助金
□□□□課

・□□□□補助金

まちづくり交付金
ふれあい交流事業
高齢者を支え合うまちづくり事業
文化祭事業
自治会活動支援事業
地区保健委員会育成支援事業

￥

※まちづくり交付金は，均等割のほか人口や面積，若年者・高齢者率等により，選択性補助金は，各事業に応じて算出されます。

～

～
記

長年懸案だった弦打地区障害者の
会が,平成20年4月1日発足しました。
さまざまな障害者の方々がご一緒に
情報交換できる場を考えたいと思って
います。

１ 申し込み

4月開始〔4月～5月･･･組織づくりの予定〕

２ 申込場所

高松市弦打コミュニティセンター内「障害者の会」
住
所：高松市鶴市町３５６－３
電話番号：（０８７）８８２－０２８５

３ 発起人

住谷 幸伸 （地区社会福祉協議会会長）
川崎 政信 （地区連合自治会会長）
池上
宏 （地区民生委員・児童委員協議会会長）
岡崎
隆 （身体障害者代表）
松下 節子 （身体障害者代表）
黒原 しのぶ （知的障害者保護者代表）

どなたでも入会できます。ご希望の
方はご連絡ください。
発起人一同
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去る３月８日，片原町の高松市生涯学習センターにて高松市子ども会育成
連絡協議会の主催で「高松市子ども会活動推進大会」があり，優良子ども会と
して，南定木子ども会が表彰されました。
南定木子ども会では，「みんなで仲良く助け合い楽しく活動しよう」というテー
マを掲げ，児童が学年の枠を超えて思いやりの心を持って協力し，また大勢
の保護者が参加することで子どものみならず保護者の連帯感も生まれました。
クリスマス会では独居老人宅へ訪問し，子どもたちが心を込めて書いたメッ
セージカードを送り，大変に喜ばれました。
今後ともこのような活動を通して地域社会とともに子どもたちが成長してくれ
たらと願います。
【南定木子ども会育成会会長 植田 真寿美さん ・
子ども会会長・６年生の植田 秀和さん（写真）】 （取材F.A）

河田 哲也さん（郷東町在住）

河田さんらは，２月５日に職場で心臓発作を起こして倒れた同僚に対し，AEDを使う
などして迅速に救命措置をしました。同僚は一命を取り留め，職場復帰もできる見込
みです。３月６日に，大西高松市長と高橋消防局長から感謝状と表彰状が贈られまし
た。（総務広報部会S.K)

弦打スポーツクラブ（総合型地域スポーツクラブ）

子どもから大人まで一緒に楽しめる弦打スポーツクラブがスタート！

種 目：卓球（ラージボール）
場 所：弦打小学校体育館（直接会場へお越しください）
日 時：４月１３日（日）１０：００～１２：００
体験教室は無料です。
＊入会した場合は家族で１ヶ月５００円+クラブ会費半期+保険

<第１３弾>香東川の桜
香東川は，飯田･鶴市・郷東の３町を南北に流れています。その河
川敷に春になると見事な桜が咲きます。毎年，花見シーズンにはた
くさんの人が来て賑わいます。

その他，スポーツ吹き矢 第１・３月１９：００～
(行事により変更の予定あり，要会費等）
弦打コミュニティセンターで実施中
連絡先：弦打スポーツクラブ森下さんへ

保育所・幼稚園・小学校から
地域の皆様へ
４月 ７日（月）弦打保育所 入所式

１０日（木）弦打小学校 入学式
１１日（金）弦打幼稚園 入園式

弦打校区の，ご卒園・ご卒業の皆
様，ならびに保護者の皆様，おめで
とうございます。

＊美しい景観を守るためにゴミは必ず各自で持ち帰りましょう。
＊飲酒運転は絶対にしないでください。
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。
５月号掲載対象は４月１４日(月)締切。
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写真：１８日（火）弦打小学校
卒業式（総務広報部会M.K）

コミュニティセンターより
☆ゴールデンウィークの閉館日は下のとおりです。利用者の皆様はご注意ください。
４月２９日(火)，５月３日(土)，５月４日(日)＊１，５月５日(月)，５月６日(火)
☆図書室（中央図書館弦打分室）より
４月１４日（月）は図書室の本の総入れ替えがあります

＊１臨時休館日

＊借りたままになっている本がありましたら前日までにお返しください。
＊駐車場では４トントラックが停車しますので，マイカーの自粛等ご協力をお願いします。
＊この日，図書室は入室できません。

交通安全母の会
婦人会

４月４日（金）13:00～春の全国安全週間 市中パレード

お問い合わせは婦人会会長 清水へ。

日
時
４月 5日（土) １３：００～１４：００
１４：００～１５：００
１５：００～１６：００

２１日（月）
２６日（土)

９：３０～１２：００
９：３０～１０：００
１０：００～１２：００

２８日（月)

９：００～１２：００

行

事

場

弦打婦人会総会
＊講演会
支部長会
市婦人団体総会
役員会
支部長会（婦人会費集金）
市消費者団体総会

所

弦打コミュニティセンター
市役所１３階大会議室
弦打コミュニティセンター
市役所13階大会議室

＊講演会・・・講師：朝日 俊彦先生（あさひクリニック院長・ロイヤルケア高松ホームドクター）
どなたでも参加できます。お誘い合わせの上多数ご参加くださいますようお待ちしています。

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。
発達状況の観察・育児相談等
日時：４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12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。

老人クラブ

ヨーガ

日時：４月２３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
４月１９日（土）締切

4月14日(月),28日(月)13:30～ 弦打コミュニティセンター和室

↑講座「体力測定」より
高齢者教室・保健委員会の共催で２月１９日に約５０名の参加があり体力測定が実施されました。参加者は自
分の体力を知り，これからの生活に役立つきっかけになったようです。
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弦打コミュニティセンター

受講生募集

Ｈ２０年４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。
講

座

内 容 ・ 日 時 ・ 講 師

申込方法・参加費・準備物

楽しい親子教室
前期〔５月から９月の８回〕

未就園児と保護者を対象とした体操や本の
読み聞かせ，季節の行事などをします。
＊詳しくは申し込み時にプリントをお渡しし
ます。
５月から９月の原則第２･４火曜日
１０：００～１１：３０
講師：笠井 敏恵・西野 加寿子
（高松市コミュニティスポーツ指導員）

◆弦打校区の方：４／７（月）～４／１１
（金）９：３０～１２：００に直接来館し，会
費１，５００円を添えて申し込む。先着
４０組。
◆弦打校区以外の方：定員に達して
いない場合のみ入会できることがあ
ります。その場合の受付期間は４／１
４（月）～４／１８（金)９：３０～１２：００に来
館ください。

パソコン教室
「初心者向け
ワード」

ワード初心者を対象としたコース
５月２０日（火）２２日（木）２３（金）
１３：３０～１５：３０の３回連続
講師：フロンティアパソコンスクール

弦打校区の方を優先
申込み要：５／１２（月）まで先着１５
名程度◆自己負担金５００円と，テキ
スト代１，０５０円を２０日に集金。パソ
コンは１０台まで貸し出しできます。
持ち込みもできます。

子どもジャズダンス
教室より
お知らせ

１９年度の５月～２月に実施した第２土曜日のジャズダンス教室は，２０年度は
１１月・１月・２月の毎週土曜日の午前中を予定しています。お申込みや詳しい
日程は秋頃になります。ご了承ください。

「フラダンス」の同好会ができました。ゆったりゆらゆら踊りましょう。南国の曲に乗って手話で楽しく体を動かします。足腰の運
動としても。初めての方でも大丈夫。見学も出来ます。
日 時：毎週金曜日１３：３０～１５：００
代表者（指導者）：井 久美子
問い合わせ：弦打コミュニティセンター ＊都合により日程は変更することがあります。

新 任

弦打コミュニティセンター長
すがた

新 任

主

まさよし

菅田 正美
はじめまして。この度，弦打コミュニ
ティセンターセンター長を仰せ付かりま
した，小坂地区の菅田と申します。
弦打校区の方々のご支援とご協力を
いただきますようお願いいたします。
なお，２０年度の職員は
右のようになります。

任

しおた ますみ

センター長 菅田 正美〔非常勤〕

塩田 益
４月より，コミュニティセンターで勤務
することとなりました塩田と申します。
地域の皆様のお役に立てるようにが
んばりますのでよろしくお願いします。
主任 塩田
益
小柳 智美

スタッフ 高橋 誠治
真鍋 正治
別枝 義昭〔非常勤〕

退 職 あっという間の２年間，力不足で至らない点も多かったと思いますが，皆様に温かくに支えていただき，沢山の思い出が
出来たことを深く深く感謝いたします。大変お世話になりました。またどこかでご縁がありましたときは，どうぞよろしくお願いいたし
ます。
弦打コミュニティセンター センター長 木田 ゆかり
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