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4 月 29 日（祝）
ＲＮＣとコラボしての今回のフェスタは、好天に恵まれ盛大に開催さ
れました。式典には、大西市長が来賓として出席！天満屋前の特設ステー
では楽しい催しが行われた他、花の苗のプレゼントやガラポンなどお楽し
みイベントが盛りだくさんで、大勢の方が訪れました。

自治会連合会結成 50 周年を
記念して・・・

対象の行事には、

ポ

コミセン为催の行事や講座に参加すると、
1 ポイントがたまるポイントカードが発行されました‼
期間は、H25 年 5 月～H26 年の 3 月 1 日までポイント数に
応じて、花の苗がもらえちゃいます！！
ポイントカードは、太田・太田中央両コミセンに置いてあります。
マークを表示！してあるので、参加される際は、カードを忘れずにお持ち下さいね！
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健康福祉部会より

☆保健委員会☆

☆「糖尿病予防クッキング教室」☆
参加者募集！！
【会場 太田コミセン】

☆乳児相談☆
【会場 太田中央コミセン】
６月 1２日・７月１０日

ポ 【会場

日

時：６月２９日(土)

≪健康長寿はお口から≫

ポ

１０時～１３時
参加費：４００円

【会場 太田コミセン】

献

６月２０日・７月１８日
１１時 00 分～11 時 45 分
時間変更あり

・６月６日（木）午後 1 時～
講師：やすとみ歯科医院 安冨哲士先生
歯科衛生士によるブラッシング指導

≪中高年の心の健康づくり≫
・６月２１日(金) 午後２時～
講師：香川医大 熊 宏美先生

立：鶏肉のソテーきのこ
味噌添え・根菜スープ煮・

受付時間

太田コミセン】

キャベツのさっぱり和え

≪中高年に多い病気の予防≫

申し込み：太田コミセン

・７月４日（木）午後１時～
講師：大橋内科胃腸科 大橋 英司先生

８６７－１１３９

～社会福祉協議会～

～日赤奉仕団～

～太田地区自治会連合会～

☆「昼食のつどい」のご案内☆

★社資募集のお礼★
皆様にご協力いただき、心よりお
礼申し上げます。
ありがとう
ございました。

★香川のお茶販売協力のお礼★

～太田中央婦人友の会～
☆総会開催☆
４月２６日 開催しました！
☆研修旅行☆
５月９日に「京都・龍安寺」へ行っ
てきました。
“本物の京都”ということで特別拝
観させていただき、非公開の「方丈広
間の襖絵」
「茶室蔵六庵」
を見学しました。

～太田婦人友の会～
☆研修旅行☆
4 月３０日（火）、野外研修として、
とっとり花回廊＆大根島の牡丹園に行
ってきました。
雨上がりの大根島に咲く牡丹に、私
たちは感嘆の声を上げました。
＊婦人友の会の
会員を、随時募
集中！ご希望の
方は太田コミセン
へお申込下さい。
867－1139

【太田コミセン】
６月１４日・７月１２日

ポ

【太田中央コミセン】
６月２１日・７月１９日
花水木ポイントカードをお持ち下さい！

ふれあい交流部会より
～太田婦人友の会～
☆４月９日総会開催！☆
多数のご参加を頂き「平成２５年度
総会」を開催！
ふれあいパーティでは、リフォーム
ショーや、童謡唱歌の方々、三木・佐々
木両先生をお迎えしてのミニコンサー
トが盛大に行われ、なごやかな一時を
過ごしました。

自治会長様を通して、5 月に実施し
ました「身体障害者協会 太田分会の
お茶の販売」にご協力いただき、心よ
りお礼申し上げます。

ポ
☆ボランティア募集☆

【淡路島の七福神の法話と神戸の旅】

「地域学習」をとおして、子どもたち（小学３，
４年生）の成長にかかわることで、喜びを感じて
みませんか？
月１回、为に土曜日の午前中。受付、運営、教
育、見守りなど、できることから協力して下さい。
連絡先：０９０－５１６０－４９１１【人見】

淡路七福神の八浄寺→智禅寺→えびせんべ
いの里→神戸 萬寿殿（中華料理の昼食）→
鉄人三国志ギャラリー（見学）→北の工房
日 時：6 月 13 日（木）
7 時 20 分 「吾平」駐車場出発
7 時 30 分
中央小北側出発
定 員：先着 40 名
参加費：6,000 円
申 込：参加費を添えて、
太田・太田中央コミセンまで…

両コミセンのエントランスに設
置中のコーヒーにアイスが登場！
専用豆から抽出した本格
コーヒーがリーズナブル
に飲めます！
是非ご利用下さい♡
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環境安全部会より
～太田小 PTA～
☆青パト講習会のご案内☆

ポ

☆青パトってなぁに…☆
青色回点灯を装備した自動車により、太田・中央校区内をパトロールし未然に犯罪を防ぎます！
どんな人が乗っているの？
・地区内で募集したボランティアの方が交替で乗っています。
・パトロール車に乗車する為の講習を受けてから、乗っています。
いつ、パトロールしているの？
・为に小学生の下校時間に合わせて、パトロール
しています。
♪子どもたちが安全に下校するために、毎日交代で、
校区内をくまなくパトロールしています。

●日時：６月６日（木）１０時～
会場：太田コミュニティセンター
●日時：６月２１日（金）１２時４５分～
会場：太田小学校 体育館
下校時刻を中心にパトロール車を運行する
ボランティア活動の講習会です。皆様のご参加
ご協力、よろしくお願いいたします。
参加申込：太田コミセン 867-1139

～太田小育成会～

～太田・中央交通安全母の会～
☆フラワーフェスティバル＆
交通安全フェア２０１３☆
５月３・４日
花いっぱいのまちづくりと交通安全の願いを込
めた恒例のイベントが高松市立中央公園で開かれ
ました。各地区の交母
メンバーらが、焼きそば
や焼うどん、綿菓子など
のバザーを実施したほか、
園内では白バイやパトカー
の展示などが行なわれ、
大勢の家族連れらでにぎ
わいました。

～中央交通安全母の会～
☆総会☆
「交通安全は家庭から」を合言葉に、交通事故
のない安全な町づくりに取り組む中央校区交通安
全母の会の総会が開かれました。
本年度は役員改選が行なわれ、新会長に好井明子
さんが就任しました。

ポ

（３）

☆育成会夏祭りバザー☆
日時：７月２７日（土） 午前１０時～午後 1３時
場所：太田小学校体育館及びその周辺【雨天決行】

スーパーボールすくい、かき氷、
金魚すくい、焼きそばなどお祭り
気分満載・盛りだくさんの内容で
開催します。体育館では、子ども
たちによる楽しいゲームコーナー
や丌用品バザーもあります。
ぜひ皆様お誘いあわせの上
お越し下さい。
～サンフラワー花水木～

～太田交通安全母の会～

☆私たちの看板が立ちました☆

☆「じゃがいもキャンペーン」☆

いつも、サンフラワー通りの清掃に
ご協力ありがとうございます。
サンフラワー通り
の石丸歯科さん向い
に、私たちの看板が
立ちました!!

【６月１２日(水) １１号線沿い】
今年度も太田保育所の子どもたち
と南署の協力を得て交通安全キャン
ペーンを行ないます。
じゃがいも・人参・玉ねぎと啓発
グッズを停車したドライバーに配布
し「安全運転」を
呼びかけます。

4 月 28 日撮影

ポ

「住まいの安全対策」
～意外と多い家の中の危険～

「家庭における節電・省エネ」
～賢い家電商品の使い方・選び方～

日時：6 月 11 日（火） 10 時～
会場：太田コミュニティセンター
2 階 ホール
参加費：無料
どなたでも、参加 OK！です。

日時：７月９日（火） 10 時～
会場：太田コミュニティセンター
2 階 ホール
参加費：無料
どなたでも、参加 OK！です。

見学においでください
１ヵ月間無料‼
日 時：第２・４週金曜日
午後３時１５分～５時１５分
講 師：関心流総範師 河田歓洲先生
月 謝：1 か月 3,500 円
お申込み：太田中央コミセンまで
８６７－３３９６
＊皆様ご存知の、李白・杜甫・頼山陽・新
島譲・菅原道真等の詩を高らかに吟じます。

（４）
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おすすめランチ
高松市三条町 106－6
TEL 087－814-5451
ランチタイム 11 時～14 時

おすすめのランチメニューは、肉や魚等５種類のメインディ
ッシュから選べます。自家製パン or ライス・サラダ・スープ
（2 種から選べます）がついて 800 円！プラス 200 円でデザ
ートと飲み物が付きます。素材にもこだわり国産牛や指定業者
から仕入れた野菜を使用したお料理は間違いないお味‼
オーナーと店長が選んだハイセンス
なインテリアの店内でいただくラン
チはいつもと違う雰囲気を味わえま
すよ！
中
央
通
り

●ゆめタウン

塩
江
街
道

★
Ｒ11

GS●

●ジョイフル
●加賀人形店

太田中央コミセン
・６月２０日(木)・７月１７日(木) 9：30～10：50

太田小学校
・６月７日(金)・７月５(金)

13：40～15：00

今年度も「はーとふるタウン」がスタートしました。
太田・中央の「絆」も尐しずつ大きくなってきています。
昨年に続き地域に根ざした“豊かな、美しい暮らしと
は何か…”を念頭に皆様からの
ご意見を支えに頑張ってお伝
えしていきたいと思っています。
よろしくお願いいたします。
記 香川 美智子

グルメなクロスワード
ヒント 愛情がつまっています！
コンビニや飲食店でも美味しいものはたくさんありますが、やっ
ぱり手作りにはかなわない!? 隠し味は愛情ですっ！

６月２４日（月）までに太田・
太田中央コミュニティセンタ
ーの応募箱に応募して下さ
い。抽選の上、正解者 10 名
様に粗品を差し上げます！

正解は次回号で…

前回の答え：しょにんきゅう
切

お名前

住

所

り 取 り 線

