平成２０年１１月１日号
弦打地区の人口（１０月1日現在）
男

女

計

世帯数

平成20年 5,128 人 5,370 人 10,498 人 4,576 世帯
平成19年 5,113 人 5,339 人 10,452 人 4,521 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/

いよいよ２日間，弦打地区の文化祭が開
催されます。詳しい内容は，今月号と同時
に配布しますチラシをご覧ください。
ご家族そろってご来場ください。お待ち
しています。

作品展（弦打コミュニティセンター） １１月１日（土）午前９時～午後５時
１１月２日（日）午前９時～午後３時
学習発表会（弦打小学校体育館）

１１月２日（日）午前９時～午後２時頃

※ 実行委員の皆さんは大変ご苦労ですが，会場の設営等にご協力をお願いいたします。
・ バザー会場設営
１０月３１日（金）午後３時～コミュニティセンター駐車場
文化祭開催に伴い，1０月３１
・ 学習発表会会場設営
日(金)９時から11月４日(火)１３
１１月１日（土）午後１時～小学校体育館
時までの５日間，コミュニティセ
ンターの利用が制限されます。
・ 学習発表会会場撤去
ご了承ください。（通常の貸館
１１月２日（日）午後２時頃～小学校体育館
や図書室利用はできません。）
・ バザー会場撤去
なお，出張所業務は通常通り
１１月２日（日）午後３時頃～コミュニティセンター駐車場
ご利用いただけます。
・ 作品展示会場撤去
１１月２日（日）午後３時３０分頃～コミュニティセンター

１2月号掲載対象の記事は１１月初旬締切です。また協賛
広告も募集しています。つるうち.ネットやコミュニティセン
ター窓口のチラシをご覧ください。(総務広報部会)
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期間中コミュニティセンター駐車場へ
自家用車の乗り入れはご遠慮ください。
（小学校校庭を利用できます）

弦打幼稚園 お問合せ：弦打幼稚園 へ（☎８８１－３５６３）
地域のかわいいおともだち

あそびにきてね！

未就園児のいらっしゃる保護者の方は弦打幼稚園の子どもたちと交流できる機会です。お気軽にお子様とお
越しください。なお，この日は，弦打コミュニティセンターで活動している子育てサークル「スマイルキッズ(第１･３
水)」の皆さんも集合します。

日時：１１月５日(水)10：00～11：30

場所： 弦打幼稚園

親子スマイルフェスタ
高松市３０の幼稚園が協力し，未就園児や幼児(保育園児や幼稚園児）を対象にした，手づくり感いっぱいの楽
しい遊びの場が繰り広げられます。入場無料。当日は食バザー(有料）もあります。お楽しみに。

日時：１１月２４日（月・祝）10：30～15：00

コミュニティ協議会

場所：高松市香川総合体育館（香川町）

環境安全部会より

【9月度の報告】

●ゴミステーション内の新聞紙，ダンボール等が夜間，早朝に盗難事故が発生しています。収集することが
できる高松市委託業者以外のものが収集しているのを見つけたら高松市役所環境部まで連絡してください。
(電話：８３９－２３７０）
●河川清掃を定期的に行う。(本津川・香東川一斉清掃を検討，各自治会と衛生組合合同で）
●校区内の定期的なクリーン作戦の協力。(各自治会と衛生組合合同で）
●定期的な清掃に必要な予算化の検討。
●自主防災については別途の課題にする。
●交通関係については別途の課題にする。
●9月21日の香東川クリーン作戦は約1000名参加，うち弦打校区からは約300名参加されました。大勢の
参加ありがとうございました。
●木太・鬼無線は約8年間停滞しているが平成26年度完成予定である。まだ用地の買収が完了していない
ため。
●コミセン入り口の産業道路中央分離帯の拡張は再度交渉する。
●本津川護岸の工事完了は平成26年度完成予定。
（文：環境安全部会 宮脇 清）

体育協会

今年も「第28回勝賀ブロックスポーツ
大会」が開催されます。応援よろしく
お願いします。
日時：１１月9日（日）８時３０分～
場所：高松市西部運動センター
種目：男女混合ソフトバレーボール
さわやかママさんバレーボール
５０歳以上ソフトボール
さわやか女子ソフトボール
男女混合ゲートボール

第14回高松市民スポーツフェスティバルが9月20日から
市内各所で開催されました。28日に行われた「バドミントン」
において，弦打地区は準優勝を修めました。応援ありがとう
ございました。メンバーは以下のとおりです。
鈴木教正さん
神谷正人さん
前田政紀さん
本間誠さん
北谷桃さん
松村順子さん
松村伸二さん
谷澤裕子さん
田村江里子さん
松村直樹さん
村田和美さん

懐かしい昭和の風景・・・「御殿」
御殿。地名を初めて聞いた人は「良いところですね。御殿があるの？」。そ
の昔，松平の殿様の狩場でありお休み処があったとか。昭和３０年頃，香
東川の東の堤は太い松並木があり，郷東橋から南に入る道は民家がある
とは思えないような土手道を１ｋｍ位入ると山側に三角形に広がる集落が
御殿です。川の水は澄み，夏は河童たちが泳ぎ戯れ浄水場はラジオ体操
や自由に入れる遊び場でした。近くには高嶋さんという荒神さんが祀られ，
８ｍ位の松が７本あり女の子も男の子も木に登りスリルを味わっていました。
高嶋さんには相撲の土俵もあり４月３日の春市には賞品のお菓子目当て
に大人も子どもも勝敗に歓声を上げたそうです。今は松の木もなく桜の大
木が毎年春市前後に花を咲かせてくれています。
取材・イラスト：総務広報部員ＢＭ
取材協力：田村氏（７２歳）
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交通安全母の会

青少年健全育成連絡協議会

反射材着用啓発街頭キャンペーン
１１月５日（水）１７：３０～１８：００
木太鬼無線・産業道路交差点付近
連合自治会・老人クラブ連合会・コミ協部会員なども一緒に実施。

三世代交流２００８ in高松“みんなですすめる交
通安全”１１月２９日（土）9：30～12：00【９時集合】

婦人会

気をつけてください！！
「いいバイトがあります」「あなたが選ばれ
ました」「モニターになってください」「完全
無料」など悪質業者のワナにはまらない
ために「おいしい話」は無視しましょう。ご
相談やお問い合わせは消費生活セン
ター（電話833-0999）へ。

お問い合わせは婦人会会長 清水へ。
日

時

１０月３１日（金） １３：３０～
１日（土），２日（日） ８:３０～

行

事

場

所

文化祭バザー準備

弦打コミュニティセンター

文化祭バザー

弦打コミュニティセンター

６日（木） ８:３０～１１:３０

日赤ボランティア

高松赤十字病院

８日（土） ９:３０～

役員会
支部長会
一日研修の集計

弦打コミュニティセンター

１０:００～

弦打婦人会一日研修の募集
お問い合わせは各地域の支部長まで
１１月２０日（木）祖谷のかずら橋・大歩危・小歩危遊覧船（会費６千円）

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。

１１月１日（土）
10：00～11：30
13：00～17：00

ＡＥＤ，心肺蘇生法について
健康相談（血圧測定など）
弦打元気を広げる人による「お
じゃみ」「手遊び」「軽体操」など

身体計測・発育・発達状況の観察・育児相談等
日時：１１月２６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７月生)に個人通知します。

１１月２日（日）
9:00～15：00
健康相談（血圧測定など）
弦打元気を広げる人による「おじゃみ」「手遊
び」「軽体操」など
場所：弦打コミュニティセンター図書室

日時：１１月６日（木）9:30～11:00
場所：弦打コミュニティセンター
回収：１１月１２日（水） 9:30～11:00

乳幼児相談

13:00～15:00 乳幼児と保護者どなたでも。
～届きます あなたのやさしさ 献血で～

日時：１１月１３日（木）13:00～14:30
場所：日本通運高松支店物流センター

日時 ：１１月２６日(水)9:30～12:00
場所 ：弦打コミュニティセンター調理室
日時：１１月１２日（水）8:30～10:30
場所：弦打コミュニティセンター

老人クラブ

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
１１月２２日（土）締切

ヨーガ １１月１２日(水)，２６日(水)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１１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

子ども囲碁教室

パソコン教室

内 容・日 時・講 師

申込方法・参加費・準備物

囲碁の解説と対戦をします。
※今回は将棋はありません。
１１月８日（土）・１２月１３日（土）・１月１０日（土）・
２月１４日（土） １０：００～１２：００
一回だけでも参加出来ます。
講師：囲碁将棋同好会有志の皆さん

対象：主に小学生（幼児の場合
は保護者の付き添い要）
申込み要：１１／７（金）まで
◆無料

クリスマスカードと年賀状をパソコンで作成します。
ワードの基礎から学習しますのでパソコンの初心
者の方も挑戦してみてください。
１１月１８日（火）・２０（木）・２１（金）の
３回連続で，いずれも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）

申込み要：１１／１０（月）まで
先着１５名◆受講者負担金
５００円と教材費５００円を１８日
に集金。◆パソコンをフロン
ティア側が１０台用意。５名の
方は自分のパソコンを持ち込
みで。申込時にお聞きします。

親子クッキング
「打ち込みうどん」
作りに挑戦

おいしくて体によいメニューです。
・打ち込み汁（うどんを粉から練って作ります）
・なめしのおにぎり
・柚子大根の漬物
・炊飯器で作るフルーツケーキなどを予定
１１月３０日（日）９：００～１２：００
講師：園藤恵子さん（管理栄養士）

対象：小学生と保護者
申込要：１１／２０（木）まで先
着１０組程度 ◆子ども大人と
も一人６００円（材料費として・
当日集金）
◆エプロン・ハンドタオル・バ
ンダナ（三角巾）

人権学習

人権を考え暮らしに生かしてみませんか。
・ビデオ視聴：「もう一度あの浜辺へ」（高齢化社
会における高齢者の問題を扱った内容）
・講話：「相手の思いに寄り添い共に生きる」
１２月１１日（木）１３：３０～１５：００
講師：新宮則雄さん（高松市教育委員会）

申込要：１２／１０（水）まで
◆無料
◆どなたでも参加出来ます。
お気軽にお越しください。

新年に向けて「しめ飾り」を作ります。しめ飾りの
経験のない世代の希望者のために，地域の方
が稲わらを提供し，達人の高齢者が指導にあた
ります。
１２月１４日（日）
９：００～１２：００
講師：弦打地区老人クラブ
有志の皆さん

対象：小学生と保護者
申込み要：１２／５（金）まで先着
順で１５組。◆無料◆はさみ・針
金・針金を切るペンチ・ごみ用ポ
リ袋・自分たち親子が座るビニー
ルシート・なお必要な人はお飾り
用の半紙やみかんなどを持参。
◆ズボン等，動きやすい服装で
防寒対策もして参加してください。
※餅つき大会（青少年健全育成
協議会主催）も同日開催します。
お楽しみに。

「ワードで作る
クリスマスカード
＆年賀状講座」
（３回コース）

「相手の思いに寄り
添い共に生きる」
【コミュニティセンター講
座・高齢者教室主共催】

親子で「しめ飾り」
作成講座
昨年好評につき
今年も開催！

場所はコミュニティセンター
敷地内（屋根のある屋外）

※講座の日時や内容は事情により変更になることがあります。ご了承ください。
※「先着順」となっている場合，弦打校区の方が優先です。定員に達してない場合は，校区外の方も参加できます。
※キャンセルされる場合は，早めにご連絡ください。連絡もなく欠席される場合は，実費をいただくことがあります。

１１月の閉館日のお知らせ
弦打コミュニティセンターは１１月２３日（日）は臨時閉館日，２４日（月・祝）は通常閉館日
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