平成２０年７月１日号
弦打地区の人口（6月1日現在）
男

女

計

世帯数

平成20年 5,118 人 5,346 人 10,464 人 4,568 世帯
平成19年 5, 141人 5,339 人 10,480 人 4,550 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/

弦打校区連合自治会理事会では，毎月１回，第３水曜日の夜に弦打コミュニティセンターで理事会
を開催して地域における諸問題など情報や意見交換の場を設けていますが今年度も実施することにな
りました。
なお，そこで話し合われた内容等をお知りになりたい場合は，各地区の理事等（下記参照）にお問
い合わせください。
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予ねて本津川の拡張工事が計画されていましたが，平成１６年９月の台風によって堤防が大きく浸食され
てしまい心配されていました。 この６月末には鬼無地区の一部と小坂地区の堤防，せき止め工事が完成し
ました。今後も南に向かって改修される予定です。
ご家庭でも災害に日頃か
ら備えてください。
なお，「防災マップ」(高松
市作成）が出張所にありま
す。必要な方は取りにきて
ください。

平成１６年秋

クリーン高松推進事業

現在の様子

（写真２枚提供 総務広報ＭＫさん）

清掃活動にご参加ください

６月２３日の弦打地区衛生組合長会で，清掃活動の実施について日程等，決定しましたので，お知らせします。
地区内道路上の空き缶等，散乱ごみを清掃しますので，ご協力ください。
詳しくは各地区の衛生組合か自治会へお問い合わせください。

７月１３日(日）飯田町
７月２７日（日）鶴市町
１２月７日(日）本津川一斉清掃
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１０月５日(日）郷東町

弦打小学校
弦打小学校プール開き ６月６日(金）
今年は渇水の心配もなくプールが始まり
ました。プール周辺では子どもたちの元気
な声が聞こえています。

弦打幼稚園
夏休み期間中の平日は，園庭を開放します。申込不要です。
未就園児のお友だちも，お誘い合わせて遊びに来てください。

７月２２日(火)～８月２９日(金)の平日 ９時～１１時
下記日程は，ばら組保育室も開放されています。
７月３０日(水)，８月６日(水)，２０日(水)，２７日(水)

＜注意事項＞
♠徒歩または自転車でお越しください。
♠帽子，水筒など暑さ対策を忘れずに。
♠怪我等しないように十分気をつけて遊びましょう。
♠保護者の方が責任をもって，後片付けまで指導してください。
問い合わせ先：弦打幼稚園（☎881-3563 ）
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。
8月号掲載対象は7月７日
（月）締切。

☆弦打陶芸道場主宰の天川明徳さん（中津）が
第７３回県展の工芸部門において入選されまし
た。天川さんは，昨年度の弦打地区の文化祭で
も親子陶芸体験教室において講師をしていただ
きました。
☆第３６回「水とわたしたち展」標語の部で弦打
小学校４年の清家正貴さんが入賞しました。

標語 金賞
「節水は，未来を守る合言葉」
皆さんも節水にこころがけましょう！

弦打保育所
夕涼み会が開催されます。
日時：７月４日(金）１６：００～１８：００
対象：在園児と保護者・１９年度の弦打保育所終了児

☆高松市赤十字奉仕団第６０回総会が市役所で
あり，長年分団の中心として活動に貢献された３２
人に大西市長より感謝状が送られました。弦打分
団からは，鶴市町(本村）の松下節子さんが表彰さ
れました。
☆ハンドボールの年代別国際大会の日本代表に，
大暮の塩田沙代さん(１９歳）らが選ばれました。昨
年のジュニア選手権アジア予選に続く代表入り。
６月下旬からの国内合宿をした後，マケドニアで
の大会に臨みます。

治水・利水の碑
飯田町（青木）
弦打を流れる香東川，本津川の治水は大変な
ことで，高松市史年表にも，洪水およそ９０回，干
ばつ３０数回それに，稲の病虫害を加えると，２
年に１回程度の稲作被害があったと記録されて
いるほどで，弦打の人々を苦しめてきました。
（写真提供 MKさん）

写真は５月29日（木）
弦打地区社会福祉協
議会の総会の様子。
この他にも，学校開放
や青少年健全育成な
ど各種団体の総会が
実施されました。

子ども会育成連絡協議会
６月１４日(土），センター
にて，高松西消防署を
講師とし，子ども会の会
長が２６名参加し，救命
処置の講習会（ＡＥＤと
人工呼吸）がありました。
貴重な体験ができたと意
見が寄せられました。
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コミュニティセンターより
☆7月の閉館日は次のとおりです。利用者の皆様はご注意ください。
＊１臨時休館日
７月２０日(日)＊１，７月２１日(月)

交通安全母の会 ・７月７日（月）午前７:30～8：30

県民総ぐるみ運動
「ルールとマナーみんなですすめよう5000人の街頭キャンペーン」
産業道路と木太・鬼無線の交差点
・7月１０日頃 学校訪問（8校）

婦人会

お問い合わせは婦人会会長

日
７月 ９日（水)
１９日（土)
２１日（月)
21日(月）

保健委員会

清水へ。

時
8：30～11：30
9：30～
10：00～
10：00～13：00
14：00～16：00
10：30～12：30
13：30～15：30

行

事

日赤ボランティア
役員会
支部長会

場

所

高松赤十字病院
弦打コミュニティセンター

献血ルームボランティア
市婦連映画会「歓喜の歌」

献血ルーム
アルファあなぶきホール(県民ホール）

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：７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3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。
７月１０日(木）９：３０～１２：００・１３：００～１６：００
扶桑建設株式会社 水処理研究所(郷東町）献血バ
スが来ます。輸血を必要とする患者さんのためご協
力ください。

高松市食生活改善推進委員会伝達講習会

日時：７月２６日(土)9:30～12:00
場所：弦打コミュニティセンター１階調理室
内容：親子で調理実習と試食
献立：スープカレー・はるさめのサラダ・フルーツラッ
シー・ごはん
準備物：エプロン・三角巾・筆記用具
参加費：１人250円
(親子で参加の場合も一人につき250円です。)
申込：食生活改善推進員 天弘さんへ
締切：７月１８日（金），親子合わせて２５名（先着順）

老人クラブ ヨーガ ７月14日(月),28日(月)13:30～ 弦打コミュニティセンター和室
体育協会
ＡＥＤの講習会

キンボール教室のご案内
キンボールは，直径1.22m，重さ約1kgのボールを1チーム4人
×3チームで追いかける，子どもから高齢者までどなたでも楽し
めるスポーツですのでお気軽に参加してください。
日 時：７月２７日（日）午前１０時～
場 所：弦打小学校体育館
準備物：運動できる服装，室内用の靴
主 催：弦打体育協会
対 象：弦打校区の方どなたでも
お申込不要です。直接会場へお越しください。
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体育協会では，消防署員を講師に救命救
急のためのＡＥＤ講習会を実施します。
日時：7月26日（土）９：００～１２：００
場所：弦打小学校体育館
対象：体育協会役員・体育館や運動場を
使用している団体の役員の方。

弦打コミュニティセンター

受講生募集

Ｈ２０年７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

子どもの
囲碁・将棋教室

リサイクル

内 容 ・ 日 時 ・ 講 師

申込方法・参加費・準備物

囲碁・将棋教室をします。初心者大歓迎。
７月５日（土），１２（土），１９（土）の
１０：００～１２：００（１回だけでも参加可）
講師：弦打囲碁・将棋同好会の有志の皆さん
対象：主に小学生（中・高生可）
靴下のねずみを作ります。（見本があります）
７月８日（火）１３：００～１５：００
講師：畑本 章子さん

【西ブロック８館合同企画・
現代的課題】

“小さなやわらかいボール”（ストローで膨らま
します）の効果的な使い方の実習と体操をし
「“ミニボール”を ます。
使って筋力アッ ７月１５日（火）１３：３０～１５：３０
プ＆シェイプアッ 講師：池田 陽子さん（健康体操指導者）
プしましょう」
＊実施場所は弦打コミュニティセンター

申込要：それぞれの前日まで。
参加費：無料
＊低学年は保護者の付き添いをお
願いします。
申込不要：直接会場へ
◆靴下（２色）を持参
◆１００円（材料費，当日集金）
申込要：７／７（月）までに
下笠居コミュニティセンター
（電話８８２－０８５６）へ。
◆先着２０名程度◆ちびボール，敷
物（バスタオル等），室内用シューズ，
タオル，お茶（必要な方）◆無料

〔夏休み子どもの講座〕

カラフルな粘土を使って，貯金箱や鉛筆立て， 申込要：７／１７（木）まで。先着２０名
軽い粘土で作る 小物入れなどを作ります。毎年大好評です。 ◆５００円（粘土代等・当日集金）◆
牛乳パックまたはガラス瓶，ハンドタ
７月２５日（金）１０：００～１２：００
作品教室
オル，はさみを持参。へらはあれば
講師：中村 直美さん（クレイクラフト作家）
持って来る。
対象：４歳～小学６年生
＊講座は子どもだけの参加。後片付
けを親子でお願いします。
〔夏休み子どもの講座〕 「これでもモーター」を作ります。
申込要：７／２４（木）まで。先着２０名
わくわく理科教室 ７月３１日（木）１４：００～１６：００
◆無料（予定）◆先生が材料・道具
講師：草薙 治夫さん（サイエンスボランティア）
等を用意してくれます。筆記用具は
対象：小学３～６年生（１・２年生で参加する場 持参してください。
合は保護者が付き添ってください）
＊保護者でお手伝いいただける方
はお申し出ください。
●事情により講座の日程・内容等は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，弦打校区にお住まいの方が優先です。定員に達しないものは校区外の方でも参加出来ます。
●子どもの講座のセンターまでの往復には保護者が送迎する等，事故等にお気をつけください。
●暑い時期ですのでお茶等を各自でご用意ください。

８月の子どもの講座

予告

(詳しくは８月１日号でお知らせします。夏休み講座用のチラシも
夏休み前にはコミュニティセンターに置きますので必要な方は取
りにきてください。）

５日(火）・６日(水）14:00～映画鑑賞会
１９（火）13:30～再生紙から貯金箱作り
２２（金）10:00～軽い粘土で作る作品教室
２６（火）14:00～わくわく理科教室「万華鏡作り」
夏休みの思い出・作品作りに・・・
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「妙香吟詠会」は毎週木曜日１９：００～コミュニ
ティセンターで練習している詩吟の同好会です。
平均年齢は７０歳！元気と若さがいっぱいです。大
きな声を出すので健康にも良いのです。
詩吟を通して友だち作りをして笑顔で過ごしてみ
ませんか。仕事を退職して何かしてみたい男性の
方も大歓迎！
このたび新聞社の雑誌にも載りました。
私たちといっしょにがんばりましょう！（代表者）

