平成２１年９月１日号
弦打地区の人口（8月1日現在）
男

女

計

世帯数

平成21年 5,188 人 5,415 人 10,603 人 4,651 世帯
平成20年 5,112 人 5,351 人 10,463 人 4,574 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/

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，地区内在住の75歳以上の高齢者の長寿をお
祝いするための敬老会を開催することとなりました。
式典の後の余興では昨年度の弦打地区文化祭に出演して大盛況だった創作和太鼓集団「雅美～MIYABI
～」，また，香川県在住の声楽家を中心に結成されたAURORA（アウローラ）を予定しております。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。

と

き

ところ

平成２１年９月２０日(日)
受付開始 ９：００～
開
会 ９：３０
弦打小学校

体育館

対象者９24人（男3４7人 女577人）
（平成2１年8月11日現在）

▲写真：MIYABIホームページより転記

高松市に１年以上在住し，昭和９年12月31日までに生まれた方（平成2１年１２月３１日で現在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
が贈呈されます。

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の間に弦打小学
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。
事前準備（会場設営等）
敬老会当日
集合時間： ９月１９日（土）午前９：００
集合時間： ９月２０日（日）午前８：３０
集合場所： 弦打コミュニティセンター
集合場所： 弦打小学校体育館
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青少年健全育成連絡協議会
日頃は，子ども達の安全活動に御協力いただき誠にありがとう
ございます。私たちは，連合自治会，学校，各種団体，皆様方の
御協力で，毎月20日前後にパトロール隊を編成し，校区内，大
型店舗等の夜間巡視を実施しています。また，声かけ・あいさつ
運動も展開しています。
子ども達の安全，安心なまちづくり等には，皆様方の御協力が
必要不可欠です。更に抑止力を高め校区から被害者，加害者を
出さないためにも，地域皆様方のなお一層のお力添えをよろしく
お願いいたします。

消防団弦打分団
8月4日(火）開催の定例会報告をいたします。出席者は10
名でした。新しい方が4名参加されました。今回の主要な協議
内容は，初めての社会参加と考えているふれあい交流事業
への企画案をまとめることです。
結論として，参加形態は実行委員会からバザーブースをい
ただき「焼き芋」コーナを設ける。お茶は無料サービス。障が
い者作業所でつくられているお菓子も販売させていただく。
また，運営方法の問題として，主体は障がい者の会であるが，
弦打コミュニティ協議会保健福祉部会がボランティアとして共
同参画したい旨，松下副部長から報告（説明）がありました。
今後の予定です。
１ ９月定例会 (１) 日 時
９月８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 「焼き芋コーナ」設立の役割分担に
ついて
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 岡崎
隆
副 会 長 小出 容子
事 務 局 長 寒川圭矣子

まつりのフィナーレを飾る総おどりに初めて高松
市コミュニティ連【総勢130名，西ブロックから27
名の一員として弦打より6名（川崎，井，飯間，太
田，滝口，藤原 各氏）】が一元放送連として参
加，全市44コミュニティ協議会より趣向を凝らした
衣装や幟で元気一杯パフォーマンス，我がまち
づくりの重要性を大いにＰＲして，まつりのフィ
ナーレに華を添えました。

高松市消防団弦打分団が，平成21年度
香川県操法大会ポンプ車の部に出場します。
活きの良い班長・団員達が，毎週月・水・金
の早朝練習で培った操法技術で頂点を目指
します。
地域の皆様方の御支援をよろしくお願いい
たします。
記
日 時

平成21年9月13日（日）
９：００～１２：００ ※雨天順延

場 所

高松市生島町
香川県消防学校

＊団員募集中！
お問合せはコミュニティセンター
（℡８８２－０２８５）へ。

コミュニティセンター・出張所より
妊婦の皆様にも優
しい環境づくりの一環
として，コミュニティセ
ンター・支所等に障が
い者の皆様とともに，
妊婦の皆様も優先的
に駐車できるという表
示をしました。
どうぞご利用ください。

（▲写真は弦打コミュニティ
センター駐車場）

（写真は8／14出発前，四番丁コミセンにて）
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体育協会

今年も９月１９日から「第1５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。

期日

種目

種別

９月１９日（土）

グラウンドゴルフ

一般男女

9月2０日（日）

リレー（４人×100m）

9月2０日（日）
9月２７日（日）

9月２７日（日）

会場
さぬき空港公園イベント広場

小学生男子・女子
高松市屋島陸上競技場
中学生男子・女子

インディアカ

一般男女

高松市西部運動センター体育館

バレーボール

家庭婦人

高松市総合体育館
高松市西部運動センター運動場，高松市南
部運動場，高松市国分寺橘ノ丘総合運動公
園
高松市東部下水処理場多目的広場

壮年男子

ソフトボール

(30,40,50歳以上)

ゲートボール

男女

ボウリング

一般男女

太洋ボウル

ソフトバレーボール

一般男女

高松市香川総合体育館

バドミントン

一般男女

高松市牟礼総合体育館
10月号掲載対象は
9月初旬締切

交通安全母の会
・秋の全国交通安全運動 ９月２１日（月）～９月３０日（水）

婦人会

総務広報部員またはコミュニティセンター事
務室まで。掲載の有無は総務広報部会で協議
します。次月以降になることもあります。

お問い合わせは婦人会会長 清水へ。

日
時
９月1日（火） 8:30～11:00
9:40～12:40

7日（月） 13:40～16:00
1２日（土） 10:00～12:00
１９日（土） 9:00～
２０日（日） 8:30～

行
事
日赤ボランティア

場
所
高松赤十字病院

献血ルームボランティア

献血ルーム

赤十字世界救急法記念イベント
敬老会準備
敬老会

県社会福祉総合センター7階
弦打コミュニティセンター
弦打小学校 体育館

＊9月支部長会は9月19日（土）敬老会準備の日にします。

老人クラブ 老人会ヨーガ ９月１４日(月),２８日(月)13:30～
保健委員会

弦打コミュニティセンター和室

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：９月１６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５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。

日時：９月９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６日（日）弦打地区の方ならどなたでも。男性も歓迎。

9月はがん征圧月間です。医師の講話と体操等を実施します。
9月3日（木）・9月10日（木）・9月17日（木）・10月1日（木）・10月8日（木）受付時間１３：００～１３：２０ 実施時間１３：２０～１５：３０
場所：高松市ふれあい福祉センター勝賀 申込不要です。ご希望の方は直接会場へ。
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弦打コミュニティセンター

受講生募集

Ｈ２１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。
講

座

内 容 ・ 日 時 ・ 講 師

申込方法・参加費・準備物

健康維持のため
の「ちびボール」
体操

小さなやわらかいボール，通称「ちびボール」 申込要：９／２５（金）まで◆２０名程度◆ち
を使って健康維持のための体操を指導します。びボール，床に敷くもの（マットかバスタオ
身体の歪みが気になる方，日頃運動不足の ル），室内用シューズ（あれば持参），水分
方などお気軽に参加ください。
補給のお茶か水。◆前回参加していない
方は保険料120円が必要。
９月２９日（火）１３：３０～１５：００
※ちびボールについてわからないことがあ
講師：池田陽子さん（健康運動指導士）
ればご相談ください。

楽しい親子教室
後期生

原則，弦打校区にお住まいの就園前の，２・３
歳児（※１歳児後半でも，校区外でも，空き状
況によっては入れます）とその保護者が対象。
音楽に合わせて親子で体操をしたり，季節に
あった行事などを行います。
毎月第２・４火曜日１０：００～１１：３０
講師：笠井敏恵さん・河地真澄さん
（高松市コミュニティスポーツ指導員）

（１０月から２月の
１０回）

原則，弦打校区にお住まいの4歳～小学6年
生。柔軟体操，ステップ，マット運動から音楽
に合わせたダンスの練習で体を動かします。
（１１月と２月の８回） 11月7(土），14(土），21（土)，28(土）
2月6(土），13(土），20（土），27（土）
（１）10：00～10：45 4歳～小学校入学前の子
（２）11：00～12：00 小学1年～6年生
講師：YOSHICAさん（ダンス講師）

子どもダンス
教室

申込要：先着40組
弦打校区で２・３歳児の方
→9／1（火）～9／11（金）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：
→9／14（月）～9／29（火）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。
申込要：先着（１）（２）とも20組。
弦打校区の方
→9／28（月）～10／16（金）の期間で。
弦打校区以外の方
→10／19（月）～10／23（金）の期間で。
受付時間はいずれも平日10：00～12：00
です。直接来館してスポーツ保険料600円
を添えて申し込んでください。
※ダンス実施時は安全のため小学校3年生までは保
護者が付き添って会場または館内にいてください。

●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。

２１年度
６月末の昇段試験（かなの部）

山本千恵子，西谷佳代子の二人が師範に合格
しました。（情報提供：かな書道同好会代表者）
おめでとうございます！今後もますますご活躍
ください。（コミュニティセンターより）

各同好会の代表者は９月２５日(金），コミュニティセン
ター和室に13：20までに集合してください。
13：30～ 避難訓練参加
14：00～ センター利用料集金 ・文化祭についての話し
合いを予定しています。お忙しいとは存じますがよろしく
お願いします。

弦打校区コミュニティ協議会

税金・経理等のことなら

第１回 同好会代表者連絡会
開催のお知らせ

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。

