平成２１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2１年 5,161 人 5,430 人 10,591 人 4,635 世帯
平成２０年 5,128 人 5,370 人 10,498 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/

今月号と同時配布のチラシも,ぜひご覧くだ
さい。(会場図・プログラム・乗合タクシー時
刻表等を掲載しています。）
ご家族そろってご来場ください。お待ちし
ています。
（▼写真は20年度）

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３０分頃
※ 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
文化祭開催に伴い，1０月
１０月３０日（金）午後３時 ～ 弦打コミュニティセンター駐車場
３０日(金)９時から11月2日
・ 学習発表会会場設営
(月)1３時までの４日間，コ
１０月３１日（土）午後１時 ～ 弦打小学校体育館
ミュニティセンターの利用
・ 学習発表会会場撤去
が制限されます。ご了承く
１１月 １ 日 （日）午後２時３０分頃 ～ 弦打小学校体育館
ださい。（通常の貸館や図
・ バザー会場撤去
書室利用はできません。）
１１月 １ 日（日）午後３時頃 ～ 弦打コミュニティセンター駐車場 なお，出張所業務は通常
・ 作品展示会場撤去
通りです。
１１月 １ 日（日）午後３時３０分頃 ～ 弦打コミュニティセンター
期間中，弦打コミュニティセンター駐車場への自家用車乗り入れはご遠慮ください。
（弦打小学校運動場をご利用ください）
1２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
１１月初旬締切
広報部会で協議します。次月以降になることもあります。
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平成２１年１１月
１２月
平成２２年 １ 月
２月
３月

本津川・香東川の一斉清掃纏め
本津川・香東川の河川一斉実施（１２月第１日曜日予定）
高松市消防出初め式参加
環境安全部会会議（事業進捗状況説明）
弦打校区内，河川巡回予定 香東川河川西岸の堤防修繕工事

弦打幼稚園 お問い合わせ：弦打幼稚園 へ（☎８８１－３５６３）
かわいいおともだち いらっしゃい！
幼稚園での子どもたちの生活ぶりをご覧になりたい方はお越しください。園児との交流，遊び場の提供をします。
保護者の皆様も幼稚園に親しみをもって，友だちづくりの場にしていただきたいと思っています。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４日(水)10：00～11：30
場所： 弦打幼稚園

親子スマイルフェスタ 全国幼稚園ウィークin高松
市内国公立幼稚園３０園とPTAが協力して行う大イベントです。ステージの演奏や工作等もあり，親子で楽しめ
る企画がいっぱい！会場には各園の特色を生かした紹介コーナーもあります。
エコキャップ運動にも参加しています。（発展途上国のワクチンになり，小さな命が助かります。）ペットボトルの
キャップを洗ってご持参ください。ご協力よろしくお願いします。
日時：１１月２２日（日）10：30～15：00
場所：高松市香川総合体育館（高松市香川町川東上1917番地 ℡８７９－８０００）

体育協会
今年も「第2９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８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
・ ゲートボール

第1５回高松市民スポーツフェスティバルが９月１９日
(土）から市内各所で開催されました。弦打地区の主な結果
は次のとおりです。応援ありがとうございました。
優 勝 バレーボール
準優勝 ゲートボール
バドミントン

障がい者（児）とその家族が，自然な形で地域社会にとけ込めるようになりたい，そのような切実な願いを実現さ
せるための第一歩として，ふれあい交流事業に参加することを考えてきました。幸いにも保健福祉部会のバック
アップを得て，「やきいもの会」として出店できる見通しが得られました。10月の定例会では，運営方法や役割分
担などの最終的なつめの話し合いをしました。席上，本村自治会の温かいご支援がいただけることも披露されま
した。はじめての経験なので，当日は何かと不手際も多いことかと思いますがベストを尽くす所存です。
１ 販売するもの
数 量
価 格
備考
（１）焼き芋
２００個
１５０円
数量限定
（２）うどんかりんとう
１００袋
２１０円
障がい者福祉施設の協力販売
２ 販売日時 １１月１日(日）１０：００～１４：００
３ 相談コーナー開設 < 障がい者（児）とその家族の悩みごとなどを聴く >
（１）相談員 多田加代子相談支援専門員 < 障害者生活支援センターたかまつ >
（２）対象者 障がい者（児）全般（身体・知的・精神）
（３）時 間 １１月１日(日）１２：３０～１４：３０
（４）場 所 弦打出張所事務室
４ 今後の予定
（１）定例会 11月１０日（火）１０：３０～１１：３０
（２）議 題 ふれあい交流事業バザー出店の総括と今後の活動計画について
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お問い合わせは婦人会会長 清水へ。

婦人会
日

時

10月30日（金） １３：３０～
10月31日（土）
８:３０～
11月 1日（日）
１２：００開場
11月8日（日）
１３：００開演
１１月9日（月） １３:３０～１５：００
11月17日（火） １３:３０～１５：００

行

事

場

所

文化祭バザー準備

弦打コミュニティセンター

文化祭バザー運営

弦打コミュニティセンター

福祉のつどい2009
一日研修の集計
人権学習（女性教室）

サンポートホール高松
大ホール
弦打コミュニティセンター
弦打コミュニティセンター

１１月１９日（木）一日研修のご協力をお願いします。

くらしの見守り隊情報 ～
「部品代の前払い金」を騙し取られた！

【被害例】
数年前に訪問販売で床下換気扇の契約をした。その関
連会社と名乗る業者が来訪。無料点検後，「部品を交換し
なければ火事になる。」と言い，「部品代をすぐ前払いして
ほしい。」と言われたので，手持ちの2万円を払った。
だが，工事予定日に業者は現れず，領収書に書いてあ
る電話も通じず，クーリング・オフの通知も宛先不明で戻っ
てきた。

【助言】
無料点検を口実に，部品代の名目で現金を騙し取る手
口と思われます。「火事になる。」など不安をあおる業者の
言葉をそのまま信じたりせず，契約や支払をその場でしな
いようにしましょう。
くらしの見守り隊 北條美紀

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：１１月２５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

男性
のみ
日時
場所
費用
申込

日時：１０月３１日（土）・１１月１日（日）
場所：弦打コミュニティセンター図書室
内容：健康相談・血圧測定・おじゃみ・手遊び・パズル・ 日時
黒豆移しゲーム等
場所
費用
申込
日時：１１月１１日（水）8:30～10:30
場所：弦打コミュニティセンター

交通安全母の会

老人クラブ

：１１月１４日(土)9:30～12:00
：弦打コミュニティセンター調理実習室
：材料費実費（４００円程度）を当日徴収
：食生活改善推進員天弘さんへ電話
１１月７日（土）締切
：１１月２５日(水)9:30～12:00
：弦打コミュニティセンター調理実習室
：材料費実費（４００円程度）を当日徴収
：食生活改善推進員天弘さんへ電話
１１月２１日（土）締切

反射材着用啓発街頭大キャンペーン
１１月２日（月）１７：３０～１８：００ 産業道路と木太鬼無線の交差点
香川県交通安全母の会連合会結成３０周年記念大会
１１月６日（金）13：30～15：30 香川県庁２階東館ホール

ヨーガ １１月9日(月)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

Ｈ２１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

【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」
健康維持のための
ちびボール体操

「しめ飾り」
作成講座
好評につき
今年も開催！

内 容・日 時・講 師

申込方法・参加費・準備物

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」により，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。

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指
導します。身体の歪みが気になる方，日頃
運動不足の方などお気軽に参加ください。
１１月２４日（火）１３：３０～１５：００
講師：池田陽子さん（健康運動指導士）

申込要：１１／２０（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
補給のお茶か水。◆7月・9月に参加してい
ない方は保険料120円が必要。
※ちびボールについてわからないことがあ
れば,コミュニティセンターにご相談ください。

新年に向けて「しめ飾り」（完成後の作品
は玄関等に飾ってください）を作ります。
１２月１３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：概ね小学生から大人まで。（※子ど
ものみの参加はできません。子どもが参
加する場合は保護者も同時に参加してく
ださい。）
申込み要：１２／４（金）まで先着順で１５
組まで。◆無料◆はさみ・針金・針金を切
るペンチ・ごみ用ポリ袋・なお必要な人は
お飾り用の半紙やみかんなどを持参。敷
物やズボン等，各自で 防寒対策と，汚れ
ても良い服装で。

場所：コミュニティセンター敷地内（屋根のあ
る屋外）

☆ベビーマッサージ
平成２１年5月から来年2月までの原則第4水曜日11時から年間8回実施して
います。
5月の時点で定員に達していましたが，現在の出席状況からみて受け入れ可
能ですので，親子５組を募集します。対象は0歳児と保護者。無料。２１年度は
あと4回【11月25日（水），12月16日（水），1月27日（水），2月24日（水）】です。

☆子どもダンス教室
日程 11月と2月の毎週土曜日，幼児は10時～，小学生は11時～。お申込
いただいた方はよろしくお願いします。

写真：ベビーマッサージの様子

※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。
１１月の閉館日のお知らせ

３日（火） ２２日（日） ２３日（月）は閉館日です。

弦打校区コミュニティ協議会

まちづくり

協賛広告欄

弦打校区コミュニティ
「思ったより利益が出そう」「今年から消費税の納税がある」「土地・建物を売った」 協議会は，地元企業
などなど有利な対策は年内にしか行えないものがほとんどです。ぜひ一度ご相談ください。 等とも協働したまちづ
くり活動をすすめます。
今なら「60分無料相談実施中！」お問合せは「川上智也税理士事務所」へ

個人の皆様！「確定申告」の事前対策はお済ですか？

〒761-8031 高松市郷東町29-5-304 TEL087-813-0166
メール：t-kawakami1214@kyj.biglobe.ne.jp
URL ：http://www.benefit-creation.jp
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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。

