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平成２２年９月１日号
弦打地区の人口（8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/

世帯人人人平成2１年

世帯人人人平成22年

世帯数計女男

4,65110,6035,4155,188
4,70110,6025,4015,201

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，創作和太鼓集団「雅美～MIYABI～」による演奏を予定しております。ご家族の

皆様もご一緒に観覧することもできます。

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，よろし

くお願いいたします。

日 時 平成２２年９月１９日(日) 受付開始 ９：００～ 開会 ９：３０

場 所 弦打小学校 体育館

対象者９６５人（男３６３人 女６０２人） （平成２２年８月1５日現在）

本年の８月３１日現在で，市内に引き続き１年以上在住し，昭和１０年１２月３１日までに生まれた方

（本年１２月３１日現在で７５歳以上）で，弦打地区の方

ご案内： 地区の自治会長がご案内します。

その他： ７７歳（喜寿）〔昭和７年９月１日～昭和８年８月３１日生まれ〕・８８歳（米寿）〔大正１０年９月１日

～大正１１年８月３１日生まれ〕・９９歳以上（白寿）〔明治４４年８月３１日までに生まれた方〕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。

事前準備（会場設営等）

集合時間： ９月１８日（土）９：００

集合場所： 弦打コミュニティセンター

敬老会当日

集合時間： ９月１９日（日）８：３０

集合場所： 弦打小学校体育館

（写真は昨年の敬老会）

▲受付 ▲和太鼓集団「雅美」によるエ
ネルギッシュな演奏

▲敬老会員の方は椅子席なので
足も痛くなりません。
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２ 会員募集 身体障害者手帳・療育手帳・福祉手帳をお持ちの方，またその家族の方，ボランティア希望
の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。心よりお待ちしています。

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

8月14日（土），さぬき高松まつり総お
どりに「高松市コミュニティ連」の一員と
して，弦打校区から太田さん，加藤さ
ん，神高さん，寒川さん，菅田さん，川
崎会長が参加し，熱気溢れる会場で
おおいに場を盛り上げました。

写真はコミュニティ連全員で撮影

8月定例会報告
８月１７日（火），定例会を開催しました。出席者４名。9月に予定している下記の音楽活動について具体的な計

画を話し合いました。
１ 今後の予定です。

<音楽の会>”音楽を楽しもう！“
９月２６日（日）１０：３０～１１：３０ 弦打コミュニティセンター大会議室
音楽の先生の指導で，マラカスを作って歌ったり，音楽に合わせ身体を動かしたりします。
多数の方々のご参加をお待ちしています。参加費は無料です。
＊参加お申込み＆お問合せは下記の連絡先まで。 〆切は９月１０日（金）。

弦打小学校 体育館
敬老会
支部長会

８：３０集合１９日（日）

弦打コミュニティセンター人権学習１３：３０～１５：００２４日（金）

弦打コミュニティセンター敬老会準備９：００集合１８日（土）

献血ルーム献血ルームボランティア
９：４０～１２：４０
１３：４０～１６：００

１７日（金）

場 所行 事日 時

お問い合わせは婦人会会長 清水へ。婦人会

お問合せは消防局予防課
（ ☎8６１-１5０４）へ。

消防法の一部改正により，来年６月１日までに全ての家庭に住宅用火
災警報器を設置することが義務付けられました。
高松市では６５歳以上の一人暮らしの世帯を対象に，設置状況を調査

し，未設置の場合，本人の同意があれば無償で取り付けます。対象世帯
へは，市から委託を受けた「住宅用火災警報器設置推進員」が来年３月
３１日までに，訪問することになっています。
なお，消防署から商品を売りにいくことはありませんので，悪質な訪問

販売等には十分注意してください！

♪
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保健委員会

交通安全母の会 ９月３０日（木）１７：３０～ 県下一斉反射材着用啓発街頭大キャンペーン

産業道路と木太鬼無線の交差点

今年も９月１８日（土）から「第1６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。

体育協会

高松市東部下水処理場多目的広場男女ゲートボール

さぬき空港公園イベント広場一般男女グラウンドゴルフ９月１８日（土）

９月２６日（日）

９月１９日（日）

９月２６日（日）

９月１９日（日）

期日

高松市牟礼総合体育館一般男女バドミントン

高松市香川総合体育館一般男女ソフトバレーボール

太洋ボウル一般男女ボウリング

高松市西部運動センター運動場壮年男子(５０歳以上)ソフトボール

高松市総合体育館家庭婦人バレーボール

高松市西部運動センター体育館一般男女インディアカ

高松市屋島陸上競技場
小学生男子・女子

中学生女子
リレー（４人×100m）

会場種別種目

老人クラブ 老人会ヨーガ ９月１３日(月),２７日(月)１３：３０～ 弦打コミュニティセンター和室

★乳児相談
身体計測・発育・発達状況の観察・育児相談等
日時： ９月３０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
受付対象者（平成２２年５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。

家族や身近な人と語り合い，
心の交流を持とう！

★女性のがんと心の健康教室
９月２日（木）「子宮がんから女性を守る」 田渕医院 院長 田渕保己先生

「体操でキレイを磨く」 健康運動指導士 池田陽子先生

９月９日（木）「乳がんから女性を守る」高松赤十字病院 第一胸部・乳腺外科部長 吉澤潔先生
「乳がんを自分で見つける方法」保健師

９月１６日（木）「女性のストレスと家族のこころの健康教室」
香川県精神保健福祉総合センター 精神科医師 三谷理恵先生

受付時間 １３：００～１３：２０ 実施時間 １３：２０～１５：３０
場 所 ふれあい福祉センター勝賀 ※定員７０名 先着順となっています。

♪すこやか料理教室
日 時 ： ９月２２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）

さんへ電話で申し込んでください。
９月１８日（土）締切

★印のついた項目・・・ご希望の方，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。

★生活習慣病予防教室
血管の若さを保つことは，健康長寿の秘訣です。
１０月７日（木）・１０月１４日（木）・１０月２１日（木）
受付時間 １３：００～１３：２０
実施時間 １３：２０～１５：３０
場 所 ふれあい福祉センター勝賀
※定員７０名 先着順となっています。
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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。

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。
９月20日（月・祝），23日（木・祝）は閉館日です。ご注意ください。

申込要：先着４０組
弦打校区で２・３歳児の方

⇒９／１（水）～９／１０（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：

⇒９／１３（月）～９／２２（水）の期間で。
受付時間はいずれも平日１０：００～１６：００
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。

平成２２年１０月１日現在で，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，空きがあれ
ば入れます）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
（１０月１２日開始）
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）

楽しい親子教室
【後期】
〔１０月から２月の９回〕

申込方法・参加費・準備物内 容 ・ 日 時 ・ 講 師講 座

●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。
●期間中であっても定員に達した場合は終了します。

ベビー
マッサージ
【後期】
〔１０月～２月の５回〕

平成２２年１０月１日現在で弦打校区に
お住まいの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。
（校区外でも空きがあれば入れます）
１０月～２月の第３火曜日
１０：３０～１２：００ （１０月１９日開始）

講師：岡本 佐知子さん

申込要：先着１６組
弦打校区の保護者

⇒ ９/２７（月）～１０/８（金）の期間で。

弦打校区以外の保護者
⇒１０/１２（火）～１０/１５（金）の期間で。

受付時間はいずれも平日１０：００～１６：００
です。直接来館または電話でお申込くださ
い。ただし電話の方は初回開催時刻までに
申込用紙を提出してください。
◆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。

申込要：９／２２（水）まで５０名。
◆老人クラブ，婦人会の方はもちろん，どな
たでも参加できます。
◆無料

ビデオ(アニメ）「未来への虹－ぼくのお
じさんは，ハンセン病」の視聴と，人権
問題全般についての講話があります。
９月２４日（金）１３：３０～１５：００
講師：新宮 則雄さん

（高松市教育委員会人権教育課）

【高齢者教室・女性教室・
コミュニティセンター講座
共催】

人権学習「手をつなぎ
あう社会をめざして」

申込要：１０／８（金）まで先着１５名
◆材料費５００円程度を当日集金。
◆エプロン，三角巾，ハンドタオル等を持参。
※献立は１０月号でお知らせする予定。

初心者男性を対象にした料理教室。
１０月１３日（水）９：３０～１２：００
講師：弦打地区食生活改善推進員さん

初心者向け
男性のための
料理教室

弦 打 校 区 コ ミ ュ ニ テ ィ 協 議 会 ま ち づ く り 協 賛 広 告 欄

次のような事でお困りの方は「川上税理士事務所」まで，お気軽にお問合せください。
「事業をしているが，数字や経理のことがよく分からない」「簡単な帳面の付け方を教
えてほしい」「事業を始めたいが，お金の面で不安がある」「会社を作って事業を始めた
い」「相続の手続きを教えてほしい」など・・・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。
ホームページ⇒「税理士 川上智也」で検索してください。


