平成２０年８月１日号
弦打地区の人口（7月1日現在）
男

女

計

世帯数

平成20年 5,119 人 5,357 人 10,476 人 4,575 世帯
平成19年 5,144 人 5,338 人 10,482 人 4,555 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/

『住みよさが実感できる町！弦打』をめざして
弦打校区連合自治会
弦打校区コミュニティ協議会
会長 川崎 政信

茹る様な猛暑が連日続いておりますが，校区住民皆様におかれましては，益々ご健勝のこととお喜
びを申しあげます。先般の両総会において図らずも，みたび会長に推挙いただきました。 これからの
２年間，推進役として精一杯頑張りますので，何卒よろしくお願い申しあげます。
さて， 現下の状況は皆様もご承知のように， 少子高齢社会の進展と相まって行政当局は厳しい財
政運営を余儀なくされております。将来に向かって安定した生活を確保し，安全安心な活力ある地域
社会を作るため，弦打校区住民が一丸となって校区念願の３大事業 〔都市計画道路木太・鬼無線の
早期開通，保育所・幼稚園の受け入れ態勢の拡充，防災活動の中枢である消防団への支援〕 実現
に向かって取り組まなければならないと決意いたしております。 校区連合自治会活動は７月１日号で
ご案内の役員，理事において（毎月第３水曜日）， 定例理事会を開催，校区の諸課題解決に模索い
たしておりますのでお気軽に地域の理事役員にご提言いただければ幸いでございます。 また，校区
内各種団体等で組織構成いたしております弦打校区コミュニティ協議会の本格的な活動は足掛け３
年になります。 地域の解決すべき課題を地域住民の自主的参加において長期，中期，短期の諸課
題を抽出し，地域住民の英知を結集し，解決，首題の目的実現のための協議会でございます。
弦打校区コミュニティ協議会は, 現在５部会 『青少年育成防犯（大西 輝清 部会長）， 保健福祉
（池上 宏 部会長），環境安全（宮脇 清 部会長），生涯学習スポーツ（英 和明 部会長）， 総務広
報（横井 隆明 部会長）』が，弦打コミュニティ協議会コミュニティプラン（２ページを参照）に基づいて
今月から本格的に活動を行います。コミュニティセンターも専従スタッフ３名できめ細かな対応が可能
となりました。 地域住民皆様のお気軽な参加を戴き， 首題の目標実現のため，知恵と工夫で共に挑
戦して参りたいと存じます。皆様の一層のご理解，ご支援，ご協力を節にお願い申しあげます。
最後になりましたが， 暑さ厳しき折， ご健康には充分ご留意くださいませ。浅学菲才で微力ではご
ざいますが，就任のご挨拶とさせていただきます。

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。9月号掲載対
象は8月11日(月）
締切。（総務広報
部員またはコミュニ
ティセンター事務室
へ）
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人の街頭大キャンペー
ン』７月７日(月）産業道路木太・鬼無線交差
点付近にて,交通安全母の会をはじめ各種
団体が協力し,ドライバー向けに交通安全の
啓発をしました。

クリーン高松推進事業として地域の空き
缶等のごみを拾いました。
写真は７月１３日（日）飯田町
なお７月２７日（日）が鶴市町,１０月５日
（日）が郷東町,１２月７日（日）が本津川
一斉清掃です。
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まちづくり目標
（住みよさを実感できるまち弦打）
弦打校区コミュニティ協議会
『コミュニティプラン』
（基本計画）
平成２０年度

１・・・区分
２・・・分担
３・・・部会目標(テーマ）
４・・・現行事業
５・・・具体的な対策
６・・・早期実施事業
７・・・重点的実施事業
８・・・要公助等事業

１

青少年育成防犯部会

青少年育成，防犯
３ 弦打がすき，笑顔で進めるまちづくり
２

保健福祉部会
保健，福祉，ボランティア
ふる里を愛する人を育てましょう

校区内巡視
こどもSOSを広めるマップ追加
街頭キャンペーン，SOS表示板の追加（自転
４ 車）
昔ながらのもちつき大会
ふれあい事業・こどもと大人の交流会

共同募金
弦打地区社会福祉協議会事業
高松市身障者協会弦打分会周知・拡充

現状分析，情報交換対策
非行防止，防犯対策
５
青年組織の育成対策

住民の保健充実対策
住民の福祉充実対策
ボランティア組織の育成対策

子どもSOSパトロールシステム
防犯パトロールシステムの検討
６ 中・高校生の交流事業の検討

保健施策の利用促進策の検討
福祉の理解と協力づくり
ボランティア組織の結成の検討
敬老会事業の見直し

住民の理解と協力を求める対策
青年組織の結成対策
７ 青少年組織結成

寝たきり，成人病等予防対策の検討
寝たきり，ひとり暮らし老人対策の検討
災害時要支援者台帳の作成
ボランティア組織の連絡調整

防犯灯の新設，移転申請調査依頼
違反広告物除去団体に調査依頼

飯田町の東西連絡路整備
飯田町の都市化対応事業

８

１

環境安全部会

衛生，交通安全，防災
３ 安全でクリーンな住みよい町づくり
２

ごみステーションの管理
河川清掃
クリーン高松推進事業
４
街頭キャンペーン
自主防災組織
住民のごみ処理対策
住民の交通安全対策
５
住民の防災活動対策
校区防災対策本部の設置
不法投棄，犬の糞，ポイ捨て対策の検討
交通事故防止策の検討
香東川河川敷桜並木の維持
６
巡回タクシーの運行協力
高潮対策全般の対応学習
自主防災組織の早期結成
定期的な河川道路の清掃
定期的な交通安全運動
７
災害発生時の緊急連絡システム確立
自主防災組織の活動訓練
木太鬼無線の早期完成
公共交通バス新設整備
産業道路街灯ガードレール整備
弦打港のヘドロ浚渫
８ コミセン入り口産業道路中央分離帯の位置
弦打港護岸の改修
本津川護岸の早期完成
鶴市町の低地の排水対策
乾・新地排水水路の整備

生涯学習スポーツ部会

総務広報部会

生涯学習，体育，交流
心と心のふれあいと生きがいづくり

総務，組織，広報
住みよい弦打まちづくり

地域ふれあい交流事業
弦打地区大運動会
各種目，各大会出場
弦打校区国際交流協会事業
夕ぐれコンサート
藤まつり支援事業(お茶のお接待）
住民の生涯学習対策
住民の体力づくり対策
住民の相互（三世代）交流事業対策

広報つるうち
福祉つるうち
つるうち.ネット（ホームページ）

わが町歴史探訪事業検討

市や校区外との連携強化
広報誌の発行要領の検討
協議会組織運営の効率化
住宅団地の団体加入促進策の検討

ふれあい交流事業の活性化，協議会の重要
事業で実施
地域の集会所，公園の利用促進の検討

役員会，各部会との連携強化
各種団体との連携強化
総会，全体会，役員会の開催準備
各種団体の未加入者対策の検討
集会所の新築，改修計画の事前協議

多目的会館の早期建設
海浜公園の早期建設
都市公園，児童館の建設
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協議会の統括事務・広報誌発行
協議会の組織運営の調整
各種団体未加入者対策

くらしの見守り隊情報

▲子ども囲碁・将棋教室 7月の土
曜日午前中にコミュニティセンター
で3回実施。小学生23人が,愛好家
6名の大人の指導のもと,真剣に取り
組んでいました。囲碁や将棋を通し
て世代間交流や友だち作りにも
なったようです。

▲７月４日(金）弦打保育所で夕涼み会の
中のお楽しみ会では笑福亭学光さんが
「なんきん玉すだれ」や腹話術をして楽し
みました。
学光さんはボランティア落語をして中国
の学校に机や椅子を寄贈しており，弦打
校区の国際交流に興味をもっておられま
した。（写真・文 弦打保育所）

▲６月２２日(日）,ダンス同好会が,かがわ
総合リハビリテーションセンターを慰問し,
子どもから高齢者まで約８０人に喜んでい
ただきました。
私たちダンス会員は「皆で元気に楽しく
年を弦打で重ねよう！」と,和気あいあいと
レッスンに励んでいます。
レクレーションダンス月曜日１３：３０～
フォークダンス水曜日１９：３０～に練習中
（写真・情報提供：ＢＭさん）

婦人会

▲６月８日（日）高松ストリートダンス
コンテストで勝賀中１年山崎巧喜さ
ん（飯田町）などが所属するダンス
チームが成人に負けず準優勝しま
した。
（写真・情報提供：ＭＳさん）

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。

行

事

役員会
支部長会

場

所

弦打コミュニティセンター

発達状況の観察・育児相談等

日時：8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（２０年４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。

ヨーガ

▲７月１５日(火）コミュニティセン
ター講座で，ボールを使った体操
は健康維持になると好評でした。

交通安全母の会
８月１４日（木）
高松まつり参加

お問い合わせは婦人会会長 清水へ。

日
時
８月２３日（土）９：３０～
１０：００～

老人クラブ

【被害例】
「市の社会保険年金課職員」を名乗る
者から「高齢者医療保障費の還付金があ
るので,キャッシュカードと残高のある通
帳を持って無人のＡＴＭへ行きそこで電
話をください」という電話がかかってきた。
指示されたとおりＡＴＭの前まで行き電
話をすると,通帳の残高を入力して振り込
みボタンを押すよう言われた。
【助言】
・電話や郵便物等で高額の現金を「振り
込め」というものについては言われるまま
に振り込んではいけません。
・不審な電話があったときや,万一被害に
あったときはすぐに警察（全国共通の短
縮ダイヤル☎「＃９１１０」へ連絡してくだ
さい。
くらしの見守り隊 北條美紀

6月23日(月）各同好会代表者がセン
ターに集まり,次のようなことが決まりま
した。
・「弦打同好会代表者連絡会」を設け
文化祭などの行事の前には24団体代
表者が集まって話し合う。
・同好会の皆さんのお世話をする役員
を1年ごとに選出する。今年度は次の
とおり。
会長
池上 喜代美さん（カラオケ）
副会長 天弘 明子さん（パンケーキ）
英 君子さん（銭太鼓）
別枝 美津子さん（レクダンス）
・役員はコミュニティ協議会生涯学習
等の部会員になる。
今後ともご協力をお願いします。

8月11日(月),25日(月)13:30～ 弦打コミュニティセンター和室
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弦打コミュニティセンター

受講生募集

Ｈ２０年８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

映画鑑賞会

環境学習と
再生紙から
貯金箱作り

内 容 ・ 日 時 ・ 講 師

申込方法・参加費・準備物

８月５日（火）１４：００～１５：００
対象：４歳～小学校２年生くらい
「地球は大きなどうぶつえん」「月の輪グマ」
８月６日（水）１４：００～１５：００
対象：小学３～６年生くらい
「私たちの地球号・太陽と地球」「愛の若草物語」
紙芝居による環境学習と再生紙を使った貯金箱作り
をします。
８月１９日（火）１３：３０～１５：３０
講師：高松市環境プラザ職員
対象：小学１～６年生

申込不要：直接会場へ
◆無料
◆保護者もご一緒にどうぞ。

申込要：８／１１（月）まで先着２０名程度
◆１００円程度（材料費・当日集金）◆ネ
ジ蓋つきのプラスチック容器（海苔・キム
チ・梅干などが入っていた容器でガラス
瓶は不可），ダンボールかベニヤ板（作
品持ち帰りのため），新聞紙，タオルを
持参

わくわく理科
教室

万華鏡を作ります。
８月２６日（火）１４：００～１６：００
講師：草薙 治夫さん(サイエンスボランティア）
対象：小学１～６年生まで

申込要：８／１９（火）まで。先着２０名。
◆２００円程度（材料費・当日集金）◆
ペットボトル・ハサミ・筆記用具を持参。

パソコン教室
「エクセル」

初級から中級者向きのエクセル講座です。（ワードの
文字入力ができることが受講の条件です。）
９月９日（火）１０日（水）１１（木）１３：３０～１５：３０
講師：高崎史郎さん（フロンティアパソコンスクール）

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：
９／２（火）まで◆先着１５名程度◆受講
者負担金５００円とテキスト代１０５０円を
２日に集金。（テキストはＦＯＭ出版 ＩＴ
基礎表計算中級 不要な方はお申し出
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。

・事情により講座の日程・内容などは変更になることがあります。
・保護者が送迎するなど，子どもの安全に配慮してください。
・軽い粘土で作る作品教室は満員になりました。

１９年度 講座に
関するアンケート
結果より～Ｎｏ２～
５月１日号で掲載した
続編です。
実施期間：
平成１９年５月１１日～
２０年２月２６日
対象：弦打コミュニティ
センターの講座利用者
延べ回答人数:４７３人
アンケートにご協力いた
だいた皆様,ありがとうご
ざいました。
今後の講座の参考にさ
せていただきます。

・先着順の場合，弦打校区にお住まいの方が優先です。
・暑い時期ですのでお茶を持参されても結構です。

講座の内容は
●充分満足･･･２５４人（５８％）
●満足･･･････ １４７人（３４％）
●どちらとも・・・ ２２人 （５％）
●やや不満・・・・ ４人 （１％）
●不満・・・・・・・・ ９人 （２％）
〔合計４３６人〕
＊無記入 ３７人

講師について
●充分満足･･２６２人（６５％）
●満足･･･････１１３人（２８％）
●どちらとも・・・ ２１人 （５％）
●やや不満・・・・ ２人（0.5％）
●不満・・・・・・・・ ９人 （２％）
〔合計４０７人〕
＊無記入 ４７人

参加したい講座
(複数回答）
１ 体操や健康・・・ １７３人
２ 作品作り・・・・・・１４５人
３ パソコン等・・・・ １３９人
４ 郷土史・・・・・・・・ ８３人
５ 環境学習・・・・・・ ７８人
６ 親子ふれあい・・・６７人
７ 防災学習・・・・・・ ６３人

講座を知った媒体（複数回答）
●広報つるうち･･･ ２２１人
●知人の誘い ・・・ ８５人
●チラシ・掲示物・・ ４７人
●有線放送・・・・・・・２３人
●その他・・・・・・・・・８４人
〔合計４６０人〕
＊無記入 ３４人

その他,少数ずつ人権学習・外国語や
外国文化・ボランティアなど２２４人

〔合計９７２人〕
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今後,同様の講座に参加した
いか
●参加したい・・・・・３８５人
●参加したくない・・・２１人
〔合計 ４０６人〕
*無記入 ６７人
参加しやすい時期は(複数回
答） *子どもに質問

１
２
３
４
５

夏休み・・・・９０人
冬休み・・・・３５人
春休み・・・・３４人
土曜午後・・１３人
土曜午前・・１１人
他は日曜等１２人
〔合計 １９５人〕
参加しやすい時間は(複数回
答） *大人に質問

午後・・・・２０５人
午前・・・・ ９３人
夜間・・・・ ２９人
〔合計３２７人〕

