平成２１年８月１日号
弦打地区の人口（7月1日現在）
男
平成21年
平成20年

女

計

世帯数

5,191 人 5,419 人 10,610 人 4,644 世帯
5,119 人 5,357 人 10,476 人 4,575 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/

昨年度に引き続き本年度も地域生活環
境と水質浄化の試みとして6月23日(火）
より友常池の清掃作業を実施しておりま
す。
昨年実施した成果と，それ以後，11月
～2月まで底を乾燥させた結果，本年度
の処理量は大きく減少し，この事業の有
効性を見ることが出来ました。
現在，完了には至っていませんので
次回，広報にて詳細の紹介をさせていた
だきます。
（取材：窪田公明，
実施団体：飯田水利組合）
▲友常池 清掃作業
▼飯田町クリーン作戦

7月12日（日)飯田町で，26日(日）は鶴市
町でクリーン作戦(空き缶・散乱ゴミ清掃）を
実施しました。多数の参加ならびにご協力
ありがとうございました。これからも生活環境
の整備と清掃，美化運動に努め，ゴミ等を
少なくしていきたいと心がけていきます。
なお今後は10月4日(日）に郷東町で，12
月6日(日）は本津川と香東川の一斉清掃が
予定されています。
（弦打地区衛生組合）

6月27日(土），香川県建設業協会主催の香東川清掃活動に賛同し，弦打校区からは約120名が，勝賀中学
校からは約20名が参加し，全部で約300名での清掃となりました。
ご協力いただいた皆様には本当に有難うございました。
（弦打校区コミュニティ協議会環境安全部会長）

弦打校区コミュニティ協議会

税金・経理等のことなら

まちづくり

「川上智也税理士事務所」

協賛広告欄

へ

「会社の決算」「個人の確定申告」「相続贈与」「医療税務」などご相談ください

〒761-8031 高松市郷東町29-5 オーレックス郷東304
TEL 087-813-0166
FAX 087-813-0167
E-mail：t-kawakami1214@kyj.biglobe.ne.jp
URL ：http://www.benefit-creation.jp
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弦打校区コミュニティ
協議会は，地元企業
等とも協働したまちづ
くり活動をすすめます。
掲載希望の方は，コミュ
ニティセンター窓口，ま
たは「つるうち.ネット」で
配布のチラシをご覧くだ
さい。

7月7日(火）開催の定例会についてご報告をいたします。出席者は8名でした。
今回は，障がい者の社会参加として地域のふれあい交流事業にどう参加するかについて協議することが中心
でした。いろいろな参加の仕方が考えられますが，まず，売店のブース確保について話し合いました。活動でき
る広さ，作業のしやすさ等配置図面を書いて具体的に考えました。次に出店の内容や啓発活動としてのイメー
ジをどう描くかについて話題が及びました。いろいろ多様な意見が出されましたが出席者の熱意によりだんだん
方向性が見えてきたようです。
今後の予定です。
１ ８月定例会 (１) 日 時 ８月４日(火）１０：３０～１１：３０
(２) 場 所 弦打コミュニティセンター小会議室
(３) 内 容 ふれあい交流事業参加への企画案をまとめる。
２ 会員募集

身体障害手帳・療育手帳・福祉手帳をお持ちの方，またその家族の方々，ボランティアを
希望される方々等の会員を募集しています。

いきいき人生を目指して共に歩みませんか。定例会を参観していただいても結構です。
心よりお待ちいたしております。
３

連絡先

障がい者の会つるうち
会
長
副 会 長
事務局長

岡崎
隆
小出 容子
寒川圭矣子

交通安全母の会

体育協会
平成21年6月28日(日），高松市総
合体育館において，第32回高松市
さわやかママさんバレーボール大会
(高松市小学校区対抗戦。22チーム
参加）が開催されました。
弦打校区からも参加し，準優勝を
収めました。
(文・写真：体育協会）

子ども会育成連絡協議会
６月２０日（土），子ども会育成連絡協議会主
催で，高松西消防署員４名を講師に迎え，２３
名が参加して，救命処置と心肺蘇生法，気道
異物の除去，熱中症の応急手当について講
習を受けました。
(文・写真：子ども会育成連絡協議会会長）

ご家庭で交通安全につい
て話し合いましょう
8月の行事

高松まつり
総おどり参加

弦打保育所

弦打保育所のモニュメント「けやきっず」が完成しました！
昨年増築工事に伴ってケヤキの木が伐採されました。
子どもたちのためにこの木を何とか残したいと考えました。
飯田町在住の宮脇愛明さんにモニュメント製作を依頼し，
この度新しい姿に変わって保育所に帰ってきました。
昨年までと変わらず周りには子どもたちの笑顔が溢れています。
（文・写真：保育所あゆみ会会長）
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くらしの見守り隊情報

保健委員会

勧誘販売に注意！！

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。

身体測定・育児相談等
日時：８月２６日（水）
場所：弦打コミュニティセンター 大会議室
４か月児相談 9:30～9:45（受付）～11:00頃
対象者（2１年４月生)に個人通知します。
乳幼児相談 11:00～12:00 乳幼児と保護者どなたでも。

高額な掛軸を「断ると罰が当たる」と脅したり,「有名な
寺院の高僧の直筆」といった虚偽説明,「あなたが選ば
れた」などの誘い文句で,電話での勧誘販売が増加して
います。
【助言】
脅しなどに負けないで,必要のない場合はきっぱり断り
ましょう。また家族や近所等の周囲の人も,日頃から気を
つけて高齢者を見守ることが必要です。
くらしの見守り隊 北條美紀

９月号掲載対象は８月１０日(月)
締切。情報は総務広報部員ま
たはコミュニティセンター事務室
まで。記事の掲載については総
務広報部会で検討します。
スペースの関係で翌月以降の
掲載になることがあります。

8月は実施しません。
9月は9日に実施予定です。詳しくは次号でお知らせす
る予定です。

お問い合わせは婦人会会長 清水へ。

婦人会
日

時

８月２日（日）
22日(土）

11:00～
15:00

9:30～
10:00～

老 人 ク ラ ブ

行
事
エデンの丘ボランティア

的

主
催
開催回数
参 加 者
会
費
内
容

弦打コミュニティセンター和室

＊弦打婦人会が，8月22日(土）
１１：００～コミュニティセンター2階
小会議室でブローチ作りをします。
興味のある方は参加してみませ
んか。参加希望の方は2階小会
議室にお越しください。

老人クラブの会員が地域のねたきりや一人ぐらしの高齢者の家庭を訪問
する友愛訪問活動と平行して,高齢者が歩いて来られる身近な場所で,とじこ
もりを防ぎ孤独の解消を図ることを目的に「ふれあい・いきいきサロン」
が県下各地ですすめられています。老人会だけでなく,他団体と協力して
行っている地区もあります。
今月は南定木白梅会の例会（たまり場活動）を紹介します。
目

８月２４日(月),
３１日(月)
13:30～

所

（昼食・屋台・ゲームのお手伝い エデンの丘
参加お願いします）
役員会
支部長会
弦打コミュニティ
センター
敬老会について，
ブローチ作り（女性教室）

南定木白梅会
会長 早馬 久香

老人会ヨーガ

場

・参加も欠席も自由
集まってきた人ができることをやり，仲間作りの場
・一人ぼっちにさせないために心も体もいきいきをめざす
・安否確認も大きな目的
老人クラブ
毎月第2・４水曜日１０：００～１４：００
老人クラブ員以外も参加できる
250円
・いきいきクラブ体操，手足の体操，風船バレー，輪投げ
・カラオケ，講話
（必要に応じて講師を招く時はチラシをつくり，自治会にも呼びかける）
・おしゃべり，食事

・おしゃべりと食事が一番の楽しみ
・カラオケは９０歳の人も待っている。
・90歳の二方は極めて元気。あやかりたい。
・一人ひとりが元気になり，介護予防にもつながる。
・とじこもりがちな人が参加して，元気をとりもどしてくれればと声かけをしている。
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弦打コミュニティセンター

受講生募集

Ｈ２１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。
「つるうち.ネット(http://www.tsuruuchi.net/)」もご覧ください。
講

座

ちびボール体操

内 容 ・ 日 時 ・ 講 師
小さなボールを使って体操をします。

９月２９日（火）１３：３０～１５：００
講師：池田 陽子さん（健康運動指導士）

申込方法・参加費・準備物

９／２４（木）まで先着２０名程度。
◆１００円程度（保険料として当日集金。
７月２８日に参加された方は不要です）
◆ちびボール，マットかバスタオル，お茶
または水，室内用シューズはあれば持
参する。

同好会はコミュニティセンターの共催事業。「弦
打同好会活動実施基準」に基づきそれぞれの代表
者によって運営されています。

☆掲載の講座や同好会は，日時・内容など，事情により
変更になることがあります。予めご了承ください。

手作りパン・ケーキ教室
第３日
９：００～１２：００
レクレーションダンス
月
１３：３０～１５：３０
囲碁・将棋
１・３月
１３：３０～１６：３０
木目込み人形
第４火
１３：００～１５：００
パソコン
火
１３：３０～１５：３０
ヨーガ
火
１９：００～２１：００
編み物手芸
水
９：３０～１１：３０
スマイルキッズ（未就園児等）
１・３水
１０：００～１１：３０
絵手紙の会
１・３水
１３：３０～１５：３０
フォークダンス
水
１９：３０～２１：００
生命の貯蓄体操
木
９：３０～１１：３０
リルシスター(幼児のダンス）
１～４木
１５：３０～１６：３０
シスター(小学生のダンス）
１～４木
１６：３０～１８：３０
ゆったりフラダンス
木
１３：００～１５：００
妙香吟詠会(詩吟）
木
１９：００～２１：００
３B体操（サンビー体操）
２・４木
１９：３０～２１：００
すみれ会（リフォーム）
第２金
９：３０～１５：３０
太極拳
金
１０：００～１２：００
フレンズ（大正琴）
金
１９：００～２１：００
かきかたペン習字
金
１６：００～１８：００
かな書道
土
１３：００～１５：００
木彫りの会
１・３土
１３：３０～１５：３０
カメラクラブ
第２土
１９：００～２１：００
※掲載されていても定員に達している等の理由で現在募集
をしていない同好会もありますのでご了承ください。

６月２１日(日），サンポート大ホールで高松
ストリートダンスコンテストがありました。
ジュニア部門でバブルシスターが準優勝し
ました。弦打小学校６年の中村直美・高崎莉
代，勝賀中学校１年の岡村圭。（写真左）
一般部門ではブリングストアーが第３位に
なりました。勝賀中学校２年の山崎巧喜，３
年の中村伸子。（写真右）【敬称略】
※シスターは弦打コミュニティセンターで毎週木曜
日午後，活動している同好会です。
【情報・写真提供：SACO】
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