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平成２２年４月１日号
弦打地区の人口（3月1日現在）

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/

4,588世帯10,580人5,409人5,171人平成21年

4,643世帯10,598人5,422人5,176人平成22年

世帯数計女男

高松市の天然記念物に指定されている「西方寺配水池のソメイヨシノ」が、４月３日(土)・４日(日)
の２日間，一般公開されます。桜保護のため，今回を最後に，当分の間は一般公開が行われません。
この機会に，樹齢８０年を超えるソメイヨシノの雄大で優美な風情をお楽しみください。なお，４月
３日(土)１１時からは，高松市水道資料館中庭において高松市役所吹奏楽団によるミニコンサートが

開催されます。

日 時 ： 平成２２年４月３日(土)・４日(日)１０：００～１６：００
場 所 ： 高松市水道局西方寺配水池(西宝町三丁目７３８－１)

・お車でお越しの方は高松市水道資料館駐車場をご利用ください。
(送迎バス有り)
・飲食・喫煙・ペットの入場はできません。飲食される方は高松市
水道資料館をご利用ください。
・４月３日(土)１１時から高松市役所吹奏楽団によるミニコンサー
トを行います。(雨天中止)
・桜保護のため，今回を最後に，当分の間，一般公開は致しません。

問い合わせ先：高松市水道局経営企画課 ８３９－２７１１

去る２月２１日(日)に２５名の参加を得て「ふるさと学習・探検隊」は，弦打コミュニティセンターを出発しました。
この時季には珍しく小春日和の天気で気持ちよくスタート出来ました。コミュニティセンターを出て御殿橋を渡り，
切通峠まで歩いた時には，ほんのり汗ばんでいました。更にそこから１００ｍ程の高低差の山道を登ると猫塚に
到着しました。

ここで高松市文化財課の職員より石清尾山古墳群が３世紀後半から４世紀（古墳時代前期）の約１５０年に
わたって築かれ，猫塚もその中の貴重な遺跡であるとの説明をしていただき，改めてこの古墳の価値を認識す
ることができました。

この後，姫塚や石船塚の石棺などを散策がてら見学し，古代の世界に触れ，弦打地区を眼下に見てそれぞ
れがいろいろな想いを抱きながら下山の途につきました。

わずか半日の「ふるさと学習・探検隊」でしたが，私たちの住んでいる弦打の地を改めて見直す，たいへん良
い機会になりました。日々の生活に追われ，忘れがちになる「いにしえの時代」を振り返ってみるのもなかなか
よいものです。

弦打地区にもまだまだ良い所，価値あるもの・場所があります。生涯学習スポーツ部会では，今後もこのよう
な企画を立てていきますので，より多くの住民の方々が参加くださいますようよろしくお願いいたします。

弦打校区コミュニティ協議会 生涯学習・スポーツ部会 英 和明
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乗合タクシー「はくちょう号」が３月２６日（金），アルファあなぶきホールにて，四国運輸局より「四国公共交通活性化
ベストプラクティス」という賞を受賞することが決定しました。補助金なしで運営してきたという前例のない事業ということ
が受賞理由とのことです。

ところで，４月１日(木)より「はくちょう号」の路線経路が変更になります。ご利用の際にはお気をつけください。なお路
線図と時刻表（Ａ４版）は，弦打コミュニティセンターでも配置しております。

花見会参加者募集，並びに日程等変更のお知らせ

日 時 ： 平成２２年４月１１日（日）１０：００集合 １５：００解散
集合解散場所 ： 弦打コミュニティセンター
目 的 地 ： さぬきこどもの国（高松市香南町由佐３２０９）
交 通 手 段 ： リフト付きバス（リハビリセンターから借用）
お問い合わせ・お申込先 ： 障がい者の会つるうち役員（下記）まで

３月定例会報告。出席者５名。はじめての花見会行事について現地調査を踏まえて，交通手段などの具体的な検
討を行いました。そこで，より多くの方に参加を呼びかけることができるよう香川県リハビリセンターからリフト付き大型
バス（運転手も）を借用できる4月11日(日）に行事日程を変更しました。

３月３０日（火）,  行事推進委員会を開き，もっと詳細な実施案を作成することになりました。

今後の予定
１ ４月定例会 （１）日時 ４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 年間活動計画の具体化を考える

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 岡崎隆 ， 副会長 小出容子 ， 事務局長 寒川圭矣子
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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。

交通安全母の会

婦人会 お問い合わせは婦人会会長 清水へ。

☆４月６日（火）～４月１５日（木）「春の全国交通安全運動」
☆４月６日（火） 春の全国交通安全運動啓発パレード
☆4月９日（金）７：３０～街頭キャンペーン
☆4月１０日（土）９：３０～お母さんの交通教室 香川県自動車学校内

日時：４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（あまひろ）

さんへ電話
４月２４日（土）締切

＊エプロン・三角巾等を持参してください。

9：00役員・支部長集合
9：30各地区参加者受付
10：00～総会

弦打コミュニティ
センター

弦打婦人会総会

総会終了後に新支部長会

４月 １１日（日)

場 所行 事日 時

４月 ７日（水）弦打保育所 入所式
９日（金）弦打小学校 入学式

１２日（月）弦打幼稚園 入園式

保育所・幼稚園・小学校から地域の
皆様へ

相続対策は万全ですか？相続対策には「相続による争いの防止」「相続税を少な
くする対策」「相続税の納税資金の準備」の３つが柱になってきます。これらの
対策は早く行えば行うほど高い効果が得られますので，もし相続についてお困り
のことや，ご相談がございましたら「川上智也税理士事務所」までお問合せくだ
さい。初回60分は相談無料です。

〒761-8031 高松市郷東町29-5-304 TEL０８７－８１３－０１６６
営業時間（月）～（金）9:00～17:00 ※土日祝もご連絡いただきましたら対応可能です。

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
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。

市役所13階市婦連総会４月 ２７日（火)

市役所13階市消費者団体４月 ２８日（水)

市役所13階市赤十字奉仕団総会５月 ２０日（木)

日赤社費募集 ５月１日(土）～

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
務広報部会で協議します。次月以降
になることもあります。

身体計測・発育・発達状況の観察・育児相談等
日 時：４月２２日（木）
場 所：ふれあい福祉センター勝賀
４か月児相談

９：３０～９：４５（受付）～１１：００頃
対象者（２１年１２月生)に個人通知します。

乳児相談 １３：００～１５：００
乳幼児と保護者
栄養士による離乳食相談もあります。

※２２年４月より，乳児相談は弦打コミュニティセンターではなく，ふれあい福祉センター勝賀（勝賀中学
校向い）で実施します。
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弦打コミュニティセンター 開館・・・祝日を除く月～土曜日９～２２時 日曜日９～１７時
４月と５月の閉館日 ４月２９日(木)，５月３日(月)，５月４日(火)，５月５日(水)
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。

申込方法・参加費・準備物内 容 ・ 日 時 ・ 講 師募集中の講座

◆弦打校区の2歳以上の保護者⇒4/5（月）～4/9
（金）9：00～１6：00に直接来館し，会費1,500円（保
険料を含む）を添えてお申込ください。先着４０組。
◆弦打校区以外の方または1歳児の保護者⇒受付
期間は4/12（月）～4/16（金)9：30～16：00。直接来
館し，会費1,500円（保険料を含む）を添えて申し込
んでください。
〔※期間中であっても定員に達した場合は終了しま
す。30組以下のときは期間後であっても受け付ける
場合があります。〕

平成２２年５月１日現在で弦打校区の２
歳以上の子と，その保護者を対象とした
体操や本の読み聞かせ，楽しい遊びな
どをする教室です。
５月～９月の第２･４火曜日

１０：００～１１：３０ （５月１１日開始）
講師：笠井 敏恵さん など
（高松市コミュニティスポーツ指導員）

楽しい

親子教室
【前期】
〔５月～９月の８回〕

後期は９月に募集す
る予定。

◆弦打校区の保護者⇒ 4/19（月）～5/7（金）まで。
先着16組まで。◆無料◆バスタオルを持参。必要
な方は飲み物（ミルク・白湯・お茶等）を持参してく
ださい。
◆弦打校区以外の保護者⇒5/10（月）～5/14（金）
〔※期間中であっても定員に達した場合は終了しま
す。16組以下のときは期間後であっても受け付ける
場合があります。ベビーマッサージの受講可能の
月齢は左記の条件の方のみです〕

平成２２年５月１日現在で１０ヶ月以下の
乳児を対象にしたベビーマッサージを
実施します。原則として5回続けて参加
してください。
５月～９月の第３火曜日

１０：３０～１２：００ （５月１８日開始）
講師：岡本 佐知子さん

ベビー
マッサージ
【前期】
〔５月～９月の５回〕

後期は９月に募集す
る予定。

弦打コミュニティセンターでは２２年度（５月より来年２月まで）講座を実施します。
下記の講座以外にも，ちびボール体操（１０回）， 子ども将棋教室（６回）， 子ども３Ｂ体操（４回），男性の料理

教室（３回），夏休み子ども作品教室などを予定しており，随時広報つるうち等でお知らせしていきます。

ごあいさつ

弦打コミュニティセンターで活動中のシスター同好会が，1月９日（土）オール
ジャパンスーパーキッズコンテスト決勝大会に出場し，中学生部門で「Ｂｌｉｎｇ+
Ｂｕｂｂｌｅ Ｓｉｓｉｔｅｒ」が全国８位の成績を修めました。

勝賀中学校２年 山崎巧喜さん， 勝賀中学校１年 奥村 圭さん，
弦打小学校６年 中村直美さん， 弦打小学校６年 高崎莉代さん

講座の日程，内容等は変わることがありますのでご了承ください。

弦打コミュニティセンターで活動中の同好会は「弦打同好会活動実施基準」に基づき代表者を中心に

実施しています。一覧表は事務室にあります。またホームページでも紹介しています。代表者の連絡先
はコミュニティセンターへお問合せください。

３月９日（火）の弦打同好会代表者連絡会にて，２２年度の会長は青木さん（スマイルキッズ）・副会長
は松村さん（絵手紙），大西さん（フォークダンス），藤井さん（生命の貯蓄体操）に決まりました。

同好会

◆21年度に来られていて今年度も続けられる方も
お申し込みが必要です。◆申込要： 4/6（火）～
4/20（火）まで。 ◆初めての方は唱歌と童謡の楽
譜代（1,732円）を5/6(木）に持参してください。
（※楽譜代金は変更になる場合があります。）

童謡や唱歌の歌など，楽しく歌います。
初心者歓迎。
５月～来年２月の第１・３木曜日

１０：００～１１：３０ （５月６日開始）
講師：喜多 時子さん

身体によい

コーラス
【通年講座】

センター長・菅田が３月末で退職しました。
皆様のお力添えで２年間が過ぎました。十分なことができませんでしたが，多くの地域の方々に
支えられ，ご協力戴いたことに深く感謝します。皆様のご健勝とご繁栄を心より願っております。
たいへんお世話になりました。（菅田正美）


