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平成２０年９月１日号
弦打地区の人口（8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20年

世帯人人人平成19年

世帯数計女男

4,50110,4585,3515,112
4,55410,4665,3445,139

今年も，弦打地区社会福祉協議会が主催，各種団体が共催し，高齢者の長寿をお祝いするための敬老会の

式典を開催することとなりました。

式典の後の余興では高齢者の皆様に充分楽しんでいただけるよう，今年も吉本興業よりプロの漫才師

をお招きしております。テレビ等でもお馴染みの大木こだま・ひびきさんと，若手漫才師の優駿（ゆう

しゅん）さんが来ます。高齢者のご家族の皆様もご一緒に観覧されてはいかがでしょう。

なお，都合によりご出席いただけない場合は，当日の９：００～１０：００の間に小学校体

育館で記念品をお渡しします。

必ず代理の方が案内状の「封筒」を持参のうえ，お受け取りください。

自治会長，民生・児童委員，婦人会，老人クラブ等からお手伝いいただける方々は，大変

ご苦労ですが，よろしくお願いいたします。

と き 平成２０年９月１５日(月・祝)

受付開始 ９：００～

開 会 ９：３０

ところ 弦打小学校 体育館

対象者891人（男337人 女554人）

（平成20年8月11日現在）

高松市に１年以上在住し，昭和8年12月31日までに生まれた方（平成20年１２月３１日で７５歳以

上）の弦打地区の方

案 内：地区の自治会長がご案内に参ります。

その他：77歳（喜寿）・88歳（米寿）・9９歳以上（白寿）の方についてはご案内とあわせ敬老祝金

を，９８歳以上の方には敬老祝品が贈呈されます。

事前準備（会場設営等）

集合時間： ９月１３日（土）午前９：００

集合場所： 弦打小学校 体育館

ゲスト
大木こだま・ひびき（右）
優駿（左）

敬老会当日

集合時間： ９月１５日（月・祝）午前８：３０

集合場所： 弦打小学校 体育館
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くらしの見守り隊情報
～高齢者の皆様へ～
電動カートでの走行について
【事例】
・思ったよりスピードが速く，カーブで転倒しそうになった。
・運転を誤り，溝に車輪が落ちた。
・坂道でブレーキがきかず，石垣にぶつかり負傷した。
【助言】
・運転に慣れるまで，練習を繰り返しましょう。
・車高が低いため，自動車から見えにくいことを常に意識しましょ
う。(夕方・夜間はさらに見えにくい）
・出かける前にバッテリーの状態をよく確認しましょう。

くらしの見守り隊 北條美紀

広報つるうちに掲載したい記事・
写真等は，コミュニティ協議会総務
広報部員またはコミュニティセン
ター事務室にお寄せください。受
付票はコミュニティセンター窓口に
あります。

お寄せいただいた記事は，総務
広報部会にて掲載の有無を協議
いたします。

危険箇所に看板設置

８月１０日と１２日，弦打校区青少年健全育成協議会とコミュニティ協議会青少年育成・防犯部会
の役員の皆さんが，子どもたちの事故防止のため危険と思われる場所に看板を設置しました。

地域の皆様も，子どもたちが危険な場所にいるのを見かけたら，どうぞご指導ください。

香 東 川 の 清 掃 に つ い て

１ 開催主旨 （１）永続的な香東川のごみ捨て防止，並びに環境美化のアピール
（２）清掃活動及びイベントを通しての地域住民間の交流，協力意識の高揚
（３）各水利への理解

２ 開催日時 ・平成２０年９月２１日（日）
※雨天決行，強雨及び，河川放流等の場合は翌週の２８日に順延

・受 付 AM ８：００～ ８：５０
・開 会 式 AM ８：５０～ ９：００
・清掃活動 AM ９：００～１０：３０
・計量，アンケートAM１０：３０～１０：５０ 以降お楽しみイベント

３ 開催場所 (集合場所)  : 御殿橋下のグランド（主会場，駐車場）
※できる限り乗り合わせ又は徒歩・自転車でお願いいたします。

４ イベント内容 （１） 香東川下流域の清掃（R11号より下流域）
（２） 交流イベント（ドッヂボール，スポーツ吹矢大会，落語，手品等）

※各スポーツイベントは参加賞他，豪華商品を多数用意いたしております。
（３） 御殿浄水場，水道資料館見学（当日自由参加）

５ 服装準備 （１） 暑さを和らげる服装，帽子，長靴（軍手は当日支給し，回収リサイクル）
（２） ごみをつまめる火ばさみ（大会本部でもある程度は準備）

６ 保険その他 当日参加者の保険はFM香川が契約するイベント保険を利用。
７ 参加・問い合わせ先

・参加出欠 ８月中に別紙にて各自治会ごとの取りまとめをお願いいたします。
・問い合わせ

香東川クリーン作戦実行委員長 宮脇清 ・事務局 井上修

「あぶない場所では遊ばないで！」

10月号掲載
対象は
9月初旬締切
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老人クラブ ヨーガ ９月８日(月),２２日(金)13:30～ 弦打コミュニティセンター和室

婦人会 お問い合わせは婦人会会長 清水へ。

弦打小学校 体育館敬老会8:30～15日（月）

弦打小学校 体育館
弦打コミュニティセンター

敬老会準備
支部長会

9:00～
11:00～

13日（土）

高松赤十字病院日赤ボランティア8:30～11:008日（月）

献血ルーム献血ルームボランティア10:00～16:00９月2日（火）

場 所行 事日 時

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。

身体計測・発育・発達状況の観察・育児相談等

日時：９月２４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５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。

日時：９月２４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

締切：９月20日（土）

からだによい家庭料理を伝達します。
弦打地区の方ならどなたでも参加できます。
男性も大歓迎です！

交通安全母の会 ９月４日（木）11:00～11:50 平成20年度（第30回）交通安全啓蒙全国キャラバン隊

“みんなですすめよう交通安全”高松市交通安全メッセージ伝達式 参加

（場所：高松市香川町農村環境改善センター）

今年も9月2０日から「第1４回高松市民スポーツフェスティバル」が開催されます。
弦打地区からは，下表の種目に出場します！応援よろしくお願いします。体育協会

さぬき空港公園イベント広場一般男女グラウンドゴルフ９月２０日（土）

9月２８日（日）

9月2１日（日）

9月２８日（日）

9月2１日（日）

期日

高松市牟礼総合体育館一般男女バドミントン

高松市香川総合体育館一般男女ソフトバレーボール

太洋ボウル一般男女ボウリング

高松市西部運動センター，高松市南部運動
場，高松市国分寺橘ノ丘総合運動公園

壮年男子

(30,40,50歳以上)
ソフトボール

高松市総合体育館家庭婦人バレーボール

高松市西部運動センター体育館一般男女インディアカ

高松市東部下水処理場多目的広場男女ゲートボール

高松市屋島陸上競技場
小学生男子・女子

中学生男子・女子
リレー（４人×100m）

会場種別種目

今年も勝賀ブロックスポーツ大会〔１１月９日（日）〕に向けて練習を開始し
ます。年齢・経験の有無は問いません。お気軽にご参加ください。
対 象 ： 校区在住の女性（学生は除く）
練習時間 ： ９月５日（金）より毎週金曜日２０：００～２１：３０
練習場所 ： 弦打小学校運動場
問い合せ ： 体育協会の役員または弦打コミュニティセンターまで。
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弦打コミュニティセンター 受講生募集 Ｈ２０年９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。

申込要：９／３（水）まで◆先着１５名程度◆
受講者負担金５００円とテキスト代１,０５０円
を９（火）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。

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（火）・１０（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）

パソコン教室

「エクセル」

申込要：先着４０組
弦打校区で２・３歳児の方

→９／２（火）～９／１０（水）の期間で。
弦打校区以外の方または弦打校区でも１歳
児の方：

→９／１１（木）～９／１９（金）の期間で。
受付時間はいずれも平日１０：００～１２：００
です。直接来館して，会費１，５００円（保険
料を含む）を添えてお申込ください。前期参
加者も再度お申込が必要です。

原則弦打校区にお住まいの，就園前の，
２・３歳児（※１歳児でも空き状況によって
は入れます）とその保護者が対象。音楽
に合わせて体操をしたり，絵本の読み聞
かせ，季節の行事などを行う楽しい教室
です。

毎月第２・４火曜日１０：００～１１：３０
講師：笠井敏恵さん・西野加寿子さん
（高松市コミュニティスポーツ指導員）

楽しい親子教室
後期生 大募集！！

（１０月から来年２月
の９回）

たくさんの参加を
お待ちしています！！

申込方法・参加費・準備物内 容 ・ 日 時 ・ 講 師講 座

申込要：９／２６（金）まで◆２０名程度◆ち
びボール，床に敷くもの（マットかバスタオ
ル），室内用シューズ（あれば持参），水分
補給のお茶。◆足裏のプリントを採るときに
裸足になりますが，裸足に抵抗のある人は
５本指ソックスを持参ください。◆無料
※ちびボールについてわからないことがあ
ればご相談ください。

小さなやわらかいボール，通称「ちび
ボール」を使って健康維持のための体操
をわかりやすく指導します。前回参加者
から大好評でした。さらに今回は「足裏診
断」をします。足裏のどこに重心がかかっ
ているかプリントを採り体の歪みの診断を
します。

１０月１日（水）１３：３０～１５：３０
講師：池田陽子さん（健康体操指導者）

健康維持のための
「ちびボール」体操

●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。
●パソコン教室等でキャンセルされる場合は必ず連絡をください。無断欠席の場合は有料になることがあります。


