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平成２３年２月１日号
弦打地区の人口（１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22年

世帯人人人平成23年

世帯数計女男

4,64510,6215,4385,183
4,69310,5655,3975,168

弦打地区の相談日は３月７日（月）・８日（火），会場は弦打コミュニティセンター２階大会議室です。

詳しい日程等については広報つるうち3月1日号でお知らせします。

この件に関するお問合せ：市民税課 市民税第１係 ☎８３９-２２３３

衛生組合協議会

（写真：南部クリーンセンター
見学会の様子）

小・中・高生の皆さん,地域の皆さ
ん,塩田・愛国飛行場・競馬場の跡
地等，歴史ある郷東町を散策してみ
ませんか。地域の歴史について触れ
られるよい機会です！

主 催 ： 弦打校区コミュニティ協議会
生涯学習スポーツ部会

日 時 ： ３月６日（日）９：００～１１：３０

＊雨天の場合は３月１２日（土）同時間に延
期。実施・未実施の問合わせは，生涯学習
部会・川崎へ。
＊詳細は「広報たかまつ」（2月15日号）と
共にお届けするチラシをご覧ください。

１月１８日（火），弦打老人クラブ主催で，高松市交通安全対策
室・香川県警職員を講師に，交通安全教室を開催しました。

写真左上 体操で体をほぐして
身体能力を向上させている様子。

写真右上 交通安全啓発のため
の寸劇。

写真左下 高松北警察署弦打
駐在所・大川所長より老人クラブ
に反射材が贈呈されているところ。

文 ： 衛生組合協議会会長

　　　　議題　：　交付金の取扱い，河川一斉清掃の実施報告について

  ５／３１　 ：　市衛生組合連合会総会に出席
  ６／２１　 ：　衛生組合長会の開催

衛生組合活動報告（平成２２年４月～１２月）
  ４／２７   ：　衛生組合協議会総会の開催

　　　　議題　：　クリーン高松推進事業，香東川一斉清掃について
  ７／  ６ 　：　県地区衛生連合会総会に出席
  ８／２０   ：　リサイクル推進員ブロック会に出席
  ９／２８   ：　市主催の施設研修に参加

１０／  ４   ：　衛生組合長会の開催
　　　　議題　：　「高松クリーンデー・たかまつきれいでー」の実施について

１０／  １   ：　「衛生だより」の配布

１０／２４   ：　「高松クリーンデー・たかまつきれいでー」の実施

１１／３０　 ：　衛生組合役員会の開催
１２／  ５   ：　河川（香東川，本津川）一斉清掃の実施（参加者約１，１００人）
１２／１５   ：　施設(塩江町；南部クリーンセンター）見学会の開催（２１人参加)

１１／１０   ：　衛生組合長会の開催
　　　　議題　：　河川一斉清掃，施設見学会の実施について

１２／１７   ：　衛生組合長会の開催
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岩田神社の鳥居をくぐると左前方に楠の大木と桜の木に挾まれた位置に大きな石碑があります。こ

の碑は，約１ｍの葺き石の上に幅1.3ｍ・高さ2.5ｍの大きな堂々とした石碑（約１２００字の彫刻）

で，先人達が子孫に残した記録であります。しかし，この碑の意義内容を知る人も少なくなりつつあ

ります。そこで，本村自治会の大西正雄氏から，「拓本で調べられないか」との話があり，試みるこ

とにしました。

碑文の始めの部分には，「社号 郷社岩田神社 祭神 応神天皇 仲哀天皇 神功皇后 飯田郷鎮

守 上飯田中飯田下飯田後飯田檀紙鶴市郷東御厩飯田郷 続日本書紀曰天平勝宝六年令畿内七道諸国

置射田日本地理誌料曰・・・人皇第八十代 高倉天皇御宇治承二年勧進八月導師寒川宝蔵院朝算・・

・」とあり，当神社の創祀は寒川町宝蔵院の朝算法師というお坊さんが，治承二年（西暦1178年）人

皇第八十代高倉天皇の御代にこの地にお祀りしたことに始まりました。

あとの記録は，貞治二年（西暦1363年）四国の国主細川頼之が参拝お供物したこと。応仁元年

（西暦1467年）兵火により焼失，同二年七月に修理再興したとあり，その後も拝殿，客殿，随神門，

神輿等の修理や新調，願主その寄進者の名前が記録されています。最後は「昭和五年十月本社濱椽再

興・・・」と昭和初期まで幾度かの改修経過が刻まれています。

そしてこの碑の末尾に，御大典（昭和３年

１１月１０日，昭和天皇・皇后即位大礼）と

当神社の御鎮座７５０年記念事業として昭和

５年（西暦１９３０年）１０月５日に建立し

たと結んでいます。

私たちも改めて意識して見てはいかがでしょ

うか？なお，活字におこした「岩田神社記」の

碑文記録は，弦打校区コミュニティ協議会に保

管しています。

（窪田公明記）

会員募集 ： いきいき人生をめざして共に歩みませんか。定例会の参観をお待ちしています。

連絡先：会長 岡崎 隆,  副会長 小出 容子,  事務局長 寒川 圭矣子

日 時 ： ２月５日(土）９：３０～１１：３０

場 所 ： 弦打コミュニティセンター駐輪場北側

希望者はプラスチック容器等に入れて持参いただき，ドラム缶の中に移し入れてください。（婦人会会員が

お手伝いします。） なお，容器は各自でお持ち帰りください。

1月定例会報告 ： 1月4日（火）開催しました。参加者は6名。

年度内に予定している研修旅行の計画について話し合いました。昨年のようにリハビリセンターの福祉バス

を借りての日帰りコースで，日程は3月末頃，行き先については下見等をして決めることになりました。多くの

方のご参加を願っています。

次回定例会は2月1日（火）１０：３０からです。
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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 真鍋へ。

交通安全母の会

婦人会

認知症サポーター養成
講座「認知症を学び，地
域で支えよう」

１０：３０～１２：００

支部長会１０：００～

市役所13階１１４会議室市長懇談会傍聴１３：３０～７日（月）

サンポートホール高松
４階 第１小ホール

生活文化展研修会１３：００～１４：３０１１日（金）

弦打コミュニティセンター

役員会９：３０～

19日（土）

生活文化展１１日（金）１２日（土） サンポート

場 所行 事日 時

お問い合わせは婦人会会長 清水へ。

日 時 ：２月２３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

申し込みと問い合わせ ：食生活改善推進員
天弘さんへ電話
2月１９日（土）締切

*エプロン・三角巾等を持参してください。

第1６回 弦打校区自治会対抗
男子・女子別インディアカ大会
日 時 ： ２月１３日（日）９：００～
場 所 ： 弦打小学校 体育館
参加資格 ： 校区内在住の中学生以

上の方
締 切 ： ２月１０日（木）
※申し込み・問い合わせは各自治会体
育部長または体育協会役員まで

体育協会

ヨーガ ２月１４日(月),２８日(月) 13:30～ 弦打コミュニティセンター和室

2月は高齢者教室もあります。詳しくは4ページに掲載しています。
老人クラブ

朝食の必要性を理解し，毎日食べよう！

★乳児相談
身体計測・発育・発達状況の観察・育児相談等
日時：２月２４日（木）
場所：ふれあい福祉センター勝賀
○４か月児相談 ９：１５～９：３０ 受付
対象者（平成２２年１０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。

１３：３０～
皮膚科医師による，乳児のスキンケアのお話
があります。

コミュニティセンター
12月22日（水），同好会および各種団体から，60名ほどの参加

をいただき，コミュニティセンター建物内と敷地内の一斉掃除を
行いました。たいへんきれいになりました。

年末のお忙しい中，参加してくださった皆様，ありがとうござい
ました。 （コミュニティセンター職員）

１９日（土）１０：３０～１２：００に開催する認知症サポーター養成講座は，婦人会
員だけでなく，地域の方どなたでも参加できます。お問合わせは婦人会長また
はコミュニティセンターへ。

参加してみま
せんか！！
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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。

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

申込方法・参加費・準備物内 容 ・ 日 時講 座

対象：老人クラブ会員，その他どなたでも。

◆お申込み不要：直接会場へ
◆無料
◆体操教室もありますので，動きやすい
服装で参加してください。

南海地震対策等，防災関係の話がありま
す。

２月８日(火）１３：３０～１５：３０

講師：乃田 俊信さん
（香川県防災局防災指導監）

備えあれば憂いなし
（南海地震に備えて）
【高齢者教室】

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→電話または直接来館で。月～金９：００～１７：００
「つるうち.ネット(http://www.tsuruuchi.net/)」もご覧ください。
２月の閉館日・・・２月１１日（金・祝）

１３：３０～１５：００木フラダンスひまわり

９：３０～１５：３０第２金すみれ会 （服のリフォーム）

１０：００～１２：００金太極拳

１９：００～２１：００金フレンズ （大正琴）

１６：００～１８：００金かきかたペン習字

１３：００～１５：００土かな書道

１８：３０～２０：３０第２土カメラクラブ

９：３０～１１：３０木生命の貯蓄体操 （ゆっくりした体操）

１５：３０～１６：３０１～４木リルシスター （幼児対象のダンス）

１６：３０～１８：３０１～４木シスター （小学生対象のダンス）

１９：３０～２１：００２・４木３B体操 （サンビー体操という楽しい体操）

１３：３０～１５：３０火パソコン

１３：３０～１６：３０１・３月囲碁・将棋

１９：３０～２１：００水フォークダンス

１３：３０～１５：３０１・３水絵手紙の会

１０：００～１１：３０１・３水スマイルキッズ （未就園児と保護者による活動）

１９：００～２１：００火ヨーガ

１３：００～１５：００第４火木目込み人形

１３：３０～１５：３０月さわやかダンス

時 間曜 日同 好 会 名 称 （カッコ内は説明）

弦打コミュニティセンター同好会一覧 （平成23年2月 1日現在）

※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。
※駐車場はありますが，数に限りがありますのでご注意ください。

初めてみませんか！
～ご利用ください～

同好会は，「高松市弦打コミュニ
ティセンター同好会活動実施基
準」に基づき，各同好会代表者に
より自主的な運営が行なわれて
います。

参加したいものがあれば，コミュ
ニティセンターから代表者の連絡
先をお伝えできます。

同好会活動は，誰でも参加する
ことができます。ただし，活動内
容によって，受け入れられる人数
が限られる等，参加を制限するこ
とがあるようですので予めご了承
ください。

また，活動日時は変更になる場
合があります。見学等をされる際
にはご注意ください。

確定申告は3月15日（火）が提出期限です。「今年から消費税の申告が必要」「土

地や建物を売った」「満期保険金を受け取った」「今まで申告していたが支払う税

金が高い気がする」など，確定申告でお困りの事がございましたら，ぜひ０８７
－８１３－０１６６，川上税理士事務所までお気軽にお問合せください。初回

６０分は，ご相談無料となっております。
高松市郷東町29-5-304 営業時間（月）～（金）9:00～17:00 
※土日祝もご予約いただきましたら対応可能です。


