平成２１年１０月１日号
弦打地区の人口（9月1日現在）
男

女

計

世帯数

平成2１年 5,193 人 5,424 人 10,617 人 4,658世帯
平成２０年 5,130 人 5,349 人 10,479 人 4,576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/

写真：20年度の様子 （上から作品展・学習発
表会・陶芸体験教室）

今年度も，地区文化祭を開催いたします。
地域の皆様が，日頃より取り組んでいる多種多様な文化活動の
成果を発表する場として，また積極的に事業に取り組むことを通し
て地域内住民の相互理解と連帯感を深めてみませんか。

作品展（弦打コミュニティセンター）
１0月3１日（土）午前９時～午後５時
１１月1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1日（日）午前９時～午後２時頃
☆婦人会によるバザー・即売コーナー
☆保健委員会による血圧測定等の健康相談・展示
☆青少年健全育成連絡協議会・交通安全母の会によるふれあ
い子ども広場
☆民生・児童委員協議会による陶芸体験教室
☆障がい者の会による焼き芋コーナなど
楽しいイベントを予定しています。

【無料】巡回タクシーを運行します！どうぞご利用ください。
ふれあい交流事業実行委員会の皆様は大変ご苦労ですが会場設営・片付け等のご協力をお願いいたします。
・ バザー会場設営・・・・・・１０月３０日（金）午後３時～コミュニティセンター駐車場
・ 学習発表会会場設営・・１０月３１日（土）午後１時～小学校体育館
・ 学習発表会会場撤去・・１１月１日（日）午後２時頃～小学校体育館
・ バザー会場撤去・・・・・・１１月１日（日）午後3時頃～コミュニティセンター駐車場
・ 作品展示会場撤去・・・・１１月１日（日）午後3時30分頃～コミュニティセンター内

今年も10月1日（木）から全国一斉に共同募金運
動が行われます。香川県内の共同募金は，県内の社
会福祉施設や社会福祉団体等に配分され，地域福
祉の増進に役立っています。
また，その一部は弦打地区においても単位自治
体に「テント」等の配分を受けるなど，地域に還元され
ています。皆様のご支援をよろしくお願いいたします。
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１０月４日（日）郷東町
詳しくは地区の衛生組合か自治会へ。

１０月３日（土）９：３０～１１：３０
弦打コミュニティセンター駐輪場北
ご家庭で不要になった食用油をお持ちくだ
さい。空になった 容器は各自でお持ち帰り
ください。

9月20日(日)に，弦打地区敬老会が弦打小学校体育館にて開催されました。

９月８日（火）開催の定例会報告をいたします。出席者は６名。今回の協議内容は，焼き芋コーナの役割分担をすることで
あったが，役割を考え担当者を決めるところまではとても進まなかった。役割，つまりどんな部署があるかを拾い出してみた。
焼き芋を焼く道具はドラム缶を使うというが，どんな形か，大きさはどうか。一回にどれくらい焼けるのか。時間はどれくらい
かかるのか。燃料は何を使うのか。芋は何個ぐらい仕入れたらいいのか。大きさの不公平感をなくするにはどうしたらいいか。
焼き芋を保温するにはどうしたらいいか。焼き芋を入れて渡す袋はどうしたらいいか等，行ったり戻ったり際限なく続く。
結局，９月２９日（火）もう一度定例会を開き，整理して１０月を迎えることになった。閉会後，焼き芋の道具をそろえている
方の家へ見学に行った。担当は保健福祉部会の方々を交えて決めることになった。
今後の予定です。
１ １０月定例会

(１) 日 時
１０月６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」の役割分担と運営について

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。
障がい者の会つるうち

３ 連絡先

老人クラブ

大暮藤の樹会
会長 山口智之

会長
事務局長

岡崎
隆
寒川圭矣子

副会長 小出容子

藤の樹会は，半田，小坂，大暮の３地区により老人会を組織していましたが，平成５年
からは，それぞれに集会所ができたこともあり，各地区で活動をするようになりました。
現在，大暮藤の樹会は，人数が少なく具体的な活動が少ないので，２ヶ月に１回，例
会をしています。年間の行事として，年６回のお誕生会，野外活動は岩田神社の清掃を
２回，教養活動は年１回, 講師を招いての講演会を行っています。これには老人会以
外の人に参加しています。また, 年２回, 日帰り旅行を実施し, 楽しい時間を過ごして
います。
これからも全員でいろいろと充実した活動を考えています。

老人会ヨーガ １０月１３日(火),２６日（月）13:30～弦打コミュニティセンター和室

学校体育施設開放委員会
9月6日（日），弦打小学校PTA主催で，校内の環境整備作業
が行なわれました。
今回の作業には，学校開放で小学校の体育施設等を利用し
ているグループ，団体にも呼びかけを行い，感謝を込めての参
加，協力となりました。
草抜きや溝掃除等，慣れない作業に汗を流し，環境を整備す
ることでスポーツとはちょっと違った清々しさを感じた一時でした。
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消防分団
９月１３日（日）に消防学校において，香川県操法大会が実施され，弦打分
団が高松代表として出場しました。４月からの合計６０数回の訓練の成果を力
いっぱい出しました。
地域の皆様には，多方面での応援を頂き，団員一同感謝しております。あ
りがとうございました。

交通安全母の会

ご家庭で交通安全について話し合いましょう

10月14日（水）９：１５～ 幼稚園と交通安全宅配キャンペーン 場所：産業道路と木太・鬼無線の交差点

婦人会

お問い合わせは婦人会会長 清水へ
日

１7日（土）

１７日（土）

時

9:30～
10:00～

9:40～12:40
13:40～16:00

３０日（金） 8:30～11:00
1０月３０日（金）
３１日(土） 10:00～15:00
１１月 １日（日） 10:00～15:00

行

事

役員会
支部長会
バザー券集計，
一日研修【（１１月19日（木）】の募集
献血ルームボランティア
日赤ボランティア
バザー準備
バザー１日目
バザー２日目

場

所

弦打
コミュニティセンター
献血ルーム
高松赤十字病院
弦打
コミュニティセンター

１１月１９日（木）一日研修 御協力お願いします。
今年度も文化祭でバザーをします。ほとんどのメニューは当日売りもありますが，一部前売りのみのものもご
ざいます。婦人会のない自治会におかれましては，自治会長を通して婦人会長へご相談ください。また，コ
ミュニティセンターでも取り次ぎいたします。（平日９時～１７時，１０月１６日（金）締切）

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。
身体測定・育児相談等
日時：１０月２８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６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：１０月２８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：１０月２４日（土）

現代のストレス社会においてだれにでも起こる可能
性のあるこころの病気「うつ病」について正しく理解し，
適切な対応ができるように一緒に考えてみませんか。
ぜひお気軽にお越しください。
日時 ： 10月１５日（木）受付13：00～13：30
実施13：30～15：00
場所 ：ふれあい福祉センター勝賀 ２階大会議室
内容 ：テーマ「こころの健康を考えよう」
～うつ病を知ろう～
講師 ：全人クリニック 西山 尚志 医師

日時 ： 10月１日（木）
受付13：00～13：20
実施13：20～15：30
「子宮がんについて」
田渕医院
田渕 保己 院長

日時 ： 10月８日（木）
受付13：00～13：20
実施13：20～15：30
「前立腺がんと前立腺肥大
について」
松木泌尿器科医院
松木 孝和 院長

「若々しい体づくり」

「効果的なウォーキング」

健康運動指導士

健康運動指導士

森 愛華美 先生

池田 陽子 先生

場所 ：ふれあい福祉センター勝賀 ２階大会議室
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弦打コミュニティセンター

受講生募集

Ｈ２１年１０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

子どもダンス
教室
（１１月と２月の８回）

【高齢者教室・コミュニ
ティセンター講座】

「自分の体は
自分で守ろう」
自分たちの健康づくり,
運動と食生活から
【高齢者教室・女性教室・
コミュニティセンター
講座】

人権学習
「知ろう見よう
考えよう」

内

容 ・ 日

時 ・ 講

師

申込方法・参加費・準備物

申込要：先着（１）（２）とも20人。
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 弦打校区の方
→9／28（月）～10／16（金）
わせたダンスの練習で体を動かします。
弦打校区以外の方
11月7(土），14(土），21（土)，28(土）
→10／19（月）～10／23（金）
2月6(土），13(土），20（土），27（土）
受付時間はいずれも平日10：00～
（１）10：00～10：45 4歳～小学校入学前の子
12：00です。直接来館してスポーツ保険
（２）11：00～12：00 小学1年～6年生
料600円を添えて申し込んでください。
講師：YOSHICAさん（ダンス講師）
※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。
寝たきりの原因となる転倒予防について，筋力
トレーニングや食生活，心の持ち方等も含めた
講話です。
１０月２０日(火）１３：３０～１５：００
講師：寺岡啓明さん
（NPO法人 転倒予防を考える会理事長）

申込み要： １０/１６(金）までにコミュニ
ティセンターへ。
◆無料
◆お気軽にご参加ください。

ビデオ視聴「人権感覚のアンテナって？
～人権侵害・差別が見えてくる～」と，
講話「知ろう見よう考えよう」の２本立てで，
人権に関する学習をします。
１１月１７日(火）１３：３０～１５：００
講師：石川能久さん（高松市教育委員会）

申込み不要。
直接コミュニティセンターへ。
◆無料
◆お気軽にご参加ください。

※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。予めご了承ください。

コミュニティセンター
☆10月26日（月）は図書室の本の総入れ替えがあります
＊借りたままになっている本がありましたら前日までにお返しください。
＊駐車場では４トントラックが停車しますので，マイカーの自粛等ご協力をお願いします。
＊入れ替え当日，図書室には入室できません。

☆10月11日（日）は臨時閉館日 ，12日（月）は通常閉館日となります。
宵祭１０月４日（日）午後６時～ 本祭１０月５日（月）午後２時～
1１月号掲載対象は 総務広報部員またはコミュニティセンター事務室まで。掲載の可否は総務広報
１0月初旬締切
部会で協議します。次月以降になることもあります。

弦打校区コミュニティ協議会

税金・経理等のことなら

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。

