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平成２０年６月１日号
弦打地区の人口（5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

4,55810,4995,3525,147
4,55910,4515,3385,113

地区運動会 自治会対抗得点種目成績表

今年度は５月２５日(日）に，弦打小学校・弦打幼
稚園・弦打保育所と，体育協会合同で，地区運動
会が弦打小学校運動場で盛大に開催されました。
まさに世代を超えて，協力し，触れ合える運動会
となりました。

前日からの悪天候でしたが，当日の朝には雨も
あがり，たくさんの地域の方々が参加されました。

今年度は１８地区の自治会の参加の中，総得点
数９５．６点で鶴市団地自治会が優勝を修めまし
た。 (成績は右の表のとおり）

運動会運営にご協力くださった役員の皆様，参
加された地域の皆様，お疲れ様でした。

日 時 ： 平成20年5月20日（火）13:30～15:30
場 所 ： 弦打コミュニティセンター

〔会の次第〕
１ 自己紹介
２ 設立までの経緯と現在の状況を説明
３ 会への願いを話し合う
４ 会の名前を考える
５ 会の代表者と世話役を考える
6 次の計画を立てる

〔話し合いの結果〕
･ 名前はとりあえず標記のものにする
・ 本会の趣旨をはっきりさせ，どんな活動をしたいか考える
・ 障がいの種別ごとに代表者を置き，そのうちの一人を

統括責任者とする
・ 地区コミュニティでは保健福祉部会に位置づける
・ 今後も継続して会員募集をする

「障がい者の会つるうち」開催報告

４３１２１２２-３１４オレンジハイツ

８７．７１８１２８１５．７１６１８鶴市西団地

９５．６１４２０１１３．６３３１４鶴市団地

７１．２１６１４４９．２１２１６クレアガーデン

９--１--８新地

６５．８１０１６７１０．８１０１２郷東

７５．９１６２０８１１．９１２８中津

６６．９１２１２８１１．９５１８御殿

９０．５１４１８６１３．５２１１８明見

５８．５２０-５１２．８１１１０中所

７７１６１４１４１２９１２本村

８９１８１６１０１２１９１４相作

７２．３１８１０６１５．３１１１２大暮

８７．８１２２０５１５．８１９１６小坂

８６．３２０１４１３１５．３８１６青木

７３．４２０１８３１４．４８１０定木

６４．６１０１８８１３．６７８半田

７７１４１６４１０１９１４南定木

男子女子

総得点

自治会
対抗リレーペタンク縄ない輪投げ水移し
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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。

７月号掲載対象は７月7日(月)締切。

４月と５月は，弦打校区の連合自治会，
保健委員会，体育協会，衛生組合，交通
安全母の会等の総会が，コミュニティセン
ターで開かれました。

写真：９日（金）衛生組合総会

高松市水道資料館
御殿浄水場

厚生労働省では，国民の水道に対する理解を深め，健全な発達を図るため，６月１日～７日を第５０回
｢水道週間」として定め，「ただいまァー 蛇口ひねって 水ごくり」をスローガンとして各種関連事業（～１３
日）を実施します。高松市水道局においても，夕ぐれコンサートをはじめ，たくさんの行事を実施します。

６月７日は，水道資料館にて，小学生を対象に公募した作品「水とわたしたち展」の表彰式，クラシック音
楽の生演奏，終了後は打ち上げ花火を実施します。節水コマ等の無料配布もあります。

日 時 ： ６月７日（土） コンサート１８：００～ 花火２０：１５ごろ～
場 所 ： 高松市水道資料館中庭芝生広場（鶴市町１３６０番地）
＊入場無料
＊雨天時はコンサートを室内で実施し，花火は中止します。

主催 高松市水道局
共催 弦打校区連合自治会・高松市上下水道工事業協同組合
後援 高松市教育委員会
問合せ先：高松市水道局経営企画課８３９－２７１１

水道週間 関連事業

鶴市町御殿１３６０番地 御殿浄水場内
開館時間：午前１０時～午後５時
休館日：年末年始
問合せ先：水道局経営企画課（℡８３９－２７１１）

高松市水道資料館は，大正１０年，高松市にはじめて
近代水道が創られた当時の建物を昭和６２年に改修した
ものです。

建物が洋風建築で美しく，まわりの緑や水のある風景と
マッチしています。

「ＰＲ館」（写真左下）は旧事務室として使われていて，
人と水とのかかわりや高松の水道の仕組みについての展
示，「歴史館」（写真右下２枚）は旧ポンプ室を改装したも
ので，水道の歴史を紹介しています。

種目：卓球
日時：6月15日（日）22日（日）１0:00～12:00
場所：弦打小学校体育館
22日は徳永尚子さん(卓球元世界チャンピオン）
が指導に来られます。
問い合わせ：弦打スポーツクラブの森下さんへ。

ヨーガ
6月9日(月),23(月)13:30～
弦打コミュニティセンター和室

老人クラブ
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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。

交通安全母の会

婦人会 お問い合わせは婦人会会長 清水へ。

西部地区交通安全母の会 研修旅行 ６月15日（日）

保育所と宅配キャンペーン（産業道路木太・鬼無線の交差点）６月１７日（火）11:30～

日時：6月25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
6月21日（土）締切

発達状況の観察・育児相談等
日時：6月25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（20年2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。

弦打コミュニティセンター

９：３０～

１０：００～

１０：００～１２：００

役員会

支部長会
廃食油収集

２１日（土)

献血ルーム２名献血ルームボランティア
１０：００～１３：００
１４：００～１６：００

６月 ７日（土)

場 所行 事日 時

：１，３００円自 己 負 担 金

：市内に在住する方で，40歳以上

の方
対 象 者

：(1) 問診

(2) 胃部エックス線間接撮影検査

バリウムを飲む検査です

検 診 内 容

：弦打コミュニティセンターと こ ろ

：８：３０～１０：３０受 付 時 間

：６月１０日（火）と き

【胃がん集団検診】

：胸部エックス線間接撮影 無料喀痰検査 ８００円自己負担金

：市内に在住する方で，40歳以上の方対 象 者

：(1)胸部エックス線間接撮影検査
金具・プラスチック等がついていない下着・
Tシャツ等を着用してください。

(2)喀痰検査
希望者および問診の結果必要と認められた方

検 診
内 容

：弦打コミュニティセンターと こ ろ

：６月１３日（金）
９：３０～１２：００，１３：００～１５：００
<夜間>１８：００～１９：３０

と き

【結核・肺がん集団検診】

※いずれの検診も自己負担金が免除される場合があります。詳しくは，
勝賀保健ステーション☎882-7971または，保健センター ☎839-2363へ。

弦打保育所では，施設を開放し
て核家族の方が不安を抱かな
いよう，育児相談等を行ってい
て，毎月第2木曜日（10:00～
11:30)には保育所に集まってい
ます。このわくわく広場では保育
園児や近隣の親子のふれ合い
の場として喜ばれています。弦
打地区のお友だち！遊びに来
ませんか！6月は12日（木）です。

弦打保育所 問い合わせは弦打保育所（881-2552）

献血バスが来ます。献血を必要とする患者さんのためご協力をお願いします。
6月6日（金） 9:00～10:30 サンエイ株式会社（郷東町）

12:00～13:30 香川ビジネスフォーム（郷東町）

と き ６月２８日(土)１０：４５～１３：００

ところ 弦打幼稚園
内 容 善意の品・手作りの品の販売，

食バザー，ゲームコーナーなど
収益金は，ＰＴＡ活動や子どもの健全育成，園外体験な

ど，子どもたちのために有益に使用させていただきます。
ぜひ，お誘いあわせてお越しください。よろしくお願いい
たします。

弦打幼稚園 問い合わせは弦打幼稚園(881-3563)
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弦打コミュニティセンター 受講生募集 Ｈ２０年６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

申込不要：直接会場へ
◆１０センチ角の布２色・
糸・針・はさみ・ボンドを持参
◆１００円（材料費，当日集金）

えんどう豆の根付を作ります。
（事務室に見本もあります。）

６月１０日（火）１３：００～１５：００
講師：畑本 章子

リサイクル

同好会・レクレーションダンスより
毎週月曜日に弦打コミュニティセンターで練習しているレクレーション

同好会が，かがわ総合リハビリテーションセンターの「ふれあいミニコン
サート」に出演します。
日 時：６月２２日（日）１３：３０～１５：３０
場 所：田村町１１１４番地 かがわ総合リハビリテーション病院１階ロビー
◆観覧無料。どなたでもお気軽にご観覧ください。
問い合わせ：かがわ総合リハビリテーション事業団 ℡８６７－６００８

弦打校区の方を優先（定員に満たなけれ
ば校区外の方も参加可）◆申込要
６月３０日（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８日に集金。（テキストはＩＴ基礎ワープ
ロＦＯＭ出版。不要の方はお申し出くだ
さい。）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。

ワードでテンプレート文例を使って，文書作成を
します。初心者向けです。
７月８日（火）９日（水）１０日（木）の３回連続
１３：３０～１５：３０
講師：フロンティアパソコンスクール

パソコン教室

＊講座の日時・内容は事情により変更になることがあります。＊先着順の場合，弦打校区の方が優先です。
＊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ことがあります。

同好会・シスターより
▼バブルシスターが「オールジャパン スーパーキッズ ダン
スコンテスト ウエストサイド奈良大会」で準グランプリに輝きま
した。次は東京でよい結果を出せるようがんばります！
弦打小学校
奥村 圭（６年）
中村信子（５年）
高崎莉代（５年）

〔敬称略〕

▼リルギャングが徳島はなはるフェス
タフレッシュダンスコンテストキッズの
部でみごと優勝しました。
弦打小学校 苧坂 蓮（２年）〔敬称略〕

申込要：それぞれの前日まで。
◆参加費：無料
◆保護者の付き添いは，なくても可。（た
だし，子どもだけで参加する場合は，講
師の話が聞けることを条件とします。なお，
往路の送迎等，子どもの安全にはご配慮
ください。）

小学生を対象（中・高生も可）に囲碁・将棋教室
をします。初心者も大歓迎です。地域の囲碁・将
棋の愛好家に教えてもらいましょう。

７月５日（土），１２（土），１９（土）の
１０：００～１２：００

（１回だけでも参加出来ます）

講師：弦打囲碁・将棋同好会の有志の皆さん

子どもの

囲碁・将棋教室


