201４年（平成 2６年）１２月 1 日号

会場：
ヤマダ電機・ハローズ
前特設ステージ
点灯期間：
12 月 6 日（土）～
1 月 10 日(土)

（１）

☆点灯式
☆きらきら姫・きらきら
王子コンテスト
☆ルンバが当たる
抽選会等
お楽しみがいっぱい！

イルミネーションと
音楽が
コラボした！

歌やダンス・・・
1 日中楽しめること
間違いなし！

平成 26 年 12 月 6 日（土）
詳しくは、3 ページ参照！！

20 時 30 分よりスタート
抽選券は、当日会場受付テントにて
配布いたしております。

（２）
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健康福祉部会より

ポ

☆保健委員会定例会☆

☆乳児相談☆
【会場 太田中央コミセン】
12 月 10 日
１月１4 日
【会場 太田コミセン】
１2 月１8 日
１月 15 日
受付時間
１１時 00 分～11 時 45 分

【会場

～社会福祉協議会～

～民協母子部会～

～民協高齢者部会～

☆「昼食のつどい」のご案内☆

☆ひよこ広場☆
場所：太田コミセン
対象：4 ヶ月～3 才までのお子さん

☆いきいきサロン！☆
太田地区在住の６５歳以上が対象です。
申込み・参加費丌要！
時 間：１３：３０～１５：３０
✿１２月１１日（木）光華デイサービス
クリスマス会
✿1 月８日（木）流石中央公園
足裏マッサージ教室
※駐車場はありませんので、
徒歩・自転車でおいでください。

≪65 歳以上ひとり暮らしの方≫

【太田コミセン】
12 月 12 日（金）
【太田中央コミセン】
12 月 19 日（金）
1 月はお休みです！
※要登録
～日赤奉仕団～

太田コミセン】

☆保健委員会研修旅行☆
10 月 22 日（水）、神戸方面へ研
修旅行に行ってきました。
須磨離宮公園の緑豊かな美しい欧
風庭園にて、秋バラの花と香を楽し
み、白鹿記念酒造博物館へ…。昔の
伝統ある酒づくりの説明を受け、酒
造文化の奥深さを学びました。
また、キューピー（株）伊丹工場
では“卵の殻も大切な資源”と、環
境への負担を減らすための工夫や徹
底した
衛生管理
状況を
視察し
ました。

≪笑いヨガ≫
笑って福を取り入れよう
１２月４日（木）午後 1 時～
講師：伊賀由紀子先生

※１月は、
お休みです！

をお持ちの方
12 月 5 日（金）みんなでお餅つき
杵つきです。
飛び入り参加 OK！
1 月 16 日（金）小麦粉粘土で遊ぼう
大勢の参加お待ちしています！
～日赤奉仕団～

☆歳末たすけあい募金☆

☆広島土砂災害の義援金☆

受付事務は
12 月 1 日・2 日・3 日
9 時 30 分～12 時
太田コミセン 図書室で、日赤太田
分団員が行います。それ以降は 10 日
までにコミセン窓口へお願い致しま
す。

日赤香川県本部を通じて日赤広島
県本部へ送りました。香川県支部長、
浜田恵三知事からのお礼状を太田・
太田中央コミセンに
掲示しておりますので、
ご覧下さい。
有難うございました。

文化スポーツ部会より
☆太田中央コミュニティ
す。 センター文化祭☆
11 月 3 日（祝）
今年は、中央小学校 支援学級による
自分たちが育てた花の即売！「いらっし
ゃいませ」「ありがとうございました」
とかわいい声が聞こえてきました。

ポ

ポ

～お詫びと訂正～
◆10 月発行の太田
地区文化祭プログラ
ムの広告欄に記載も
れの箇所がありまし
た。追加させて頂き
ます。
追加：↓↓↓↓↓
定休日
第３日曜日

☆太田地区文化祭☆
1１月 3 日祝日❗秋晴れのよい天気の中「第
33 回太田地区文化祭」行われました。
私達、体協メンバーは体力測定、輪投げ、く
じ引きをしました。子どもたちに、とても好
評でした❗各コーナ
ーそれぞれ、日頃の
成果を発表しお褒め
のことばも♪来年に
向けて目標も出来た
と思います❗
閉会式では、
お肉の抽選会
o(｀^´*)最後まで
力の抜けない１日
でした。

太田地区のコミセンでは、
◆健康体操で、地域の元気 UP！
◆各種検診の受診率向上！
に取り組んでいます。

ポ ←このマークの付いている行事
や講座は体操を実施して、
ポイントが付きます！
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ふれあい交流部会より
～太田婦人友の会～
☆料理教室参加者募集☆
～おもてなし料理～
日時：12 月 22 日(月)9 時～
講師：十河絹子先生
場所：太田コミセン
定員：25 名
参加費：1,500 円
申込：12 月 1 日～5 日
太田コミセン☎867-1139
※友の会会員の方優先

環境安全部会より
～青少年健全育成～
☆薬物乱用・万引き防止
キャンペーン・パレード &表彰式☆
12 月 6 日(土) 午後 4 時〜
ヤマダ電機・ハローズ東側
特設ステージにて
「あいさつ運動」「環境美化」の標語と
ポスター優秀作品の表彰式が行われま
す。その後、薬物乱用・万引き防止
キャンペーンのパレードを行います。
皆様のご参加をお待ちしています。

１２月２６日(金)10 時～
場所：太田中央コミセン
講師：油谷

千絵先生

定員：25 名位
参加費：4,000 円（器付き）
※申込の際縦型か横型かお選びくだ
さい。 申込 867‐3396

（３）

～太田小育成会～

☆逃走中開催☆
１１月２２日（土）開催
低学年と高学年の２部に分けて
太田小運動場にて初開催しました！
香川大学のお兄さんお姉さんがハンタ
ーで参戦！逃げ切たのは誰かな？？

太田小 3 年生 8 名が活動してい
ます。10 月は上所獅子連の皆様に
獅子舞の
お話と
体験で
お世話
になり、

～中央小 PTA～
☆中央っ子・実り発表会☆
11 月は 6 月
に植えたサツ
マイモを収穫
しました。

１１月２９日（土）に開催
本年度より名前も発表形式も一新！
各学年思考をこらし、学習の成果を
発表します。是非ご覧ください！
～サンフラワー花水木～

～交通安全母の会～

☆清掃参加のお願い☆

☆安全安心まちづくりパレード☆
12 月 20 日(土)17 時～

日時：1２月１９日（金）
午前１０時～11 時 30 分
集合：今里交番裏駐車場
※参加出来る方は、当日集合場所
までお越しください。
※問合せは太田コミセン

年末年始の防犯と交通事故防止を
呼び掛けるため、レインボーロード周
辺でパレードを行います。地域住民ら
約 500 人が参加、横断幕等を持って
通行人らに交通マナーアップと防犯
意識の向上を呼び掛けます。パレード
の後には、中央交母のメンバーがしっ
ぽくそばをふるまう予定です。

～中央小育成会～

11 月 16 日(日)、
中央小育成会主催の
『秋季レクリエーション』
が開催されました。

日時：2 月 3 日（火）
１０時～１３時
場所：太田中央コミセン
講師：十河 絹子先生
参加費：1,500 円(豚汁付き)
定員：１５名
持ち物：みそ２kg
が入る容器
867－3396

ハーブティー2 種類を飲み比べながら
ハーブについてのお話を聞きます。

2 月 4 日(水)10 時～
場所：太田中央コミセン 和室
講師：牟礼 信子先生
定員：20 名
参加費：500 円（お菓子付）
問合せ・申込は・・・
８６７－３３９６

（４）
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おすすめランチ

087-869-2446
住所 松縄町 404－3
LT 火曜～土曜
11:30～14:00
定休日 月曜日
TEL

もうすぐ、クリスマス・お正月です。今年最後のご褒美に、年末
年始の女子会に「なかむら」の和風ランチをおすすめします！
食器も器も上品でワンランク
上のランチが楽しめます。お
値段は、日替わりランチ 860
円松花堂弁当 1,260 円数量
限定のプレートランチ
1,500 円。どれを食べても
最高な気分に…
さぁ!！お友達を誘って♪

～お詫びと訂正～
◆平成 26 年 8 月号本誌掲載の太田地区コミュニティ協議会長挨拶文の
内容に一部誤りがございました。お詫びして訂正いたします。
誤 太田校区コミュニティ協議会
○
正 太田地区コミュニティ協議会
○

高松市伏石町 2066－2
☎ 868－0029
営業：17:00～翌 2:00

開店 10 年目を迎え、今年改装 OPEN！
個室感のある部屋を増やし、ゆっくり食事を楽しめる
「くつろぎ空間」を演出！料理や飲み物も約 100 種類。さらに
「うまいもんメニュー」を質・量ともに充実させました！
近隣の皆様に愛されるお店を目指します！

広報誌「はーとふるタウン」を見て行事に参加した方々
がいました。本誌がお役に立て、編集者一同励みになっ
ております。12 月はレインボー通りのイルミネーション
点灯式やミュージックフェスタなどイベントが目白押
し。どんどん参加してね！！来年は未（ヒツジ）年。良
い年になりますように・・・♪
記 松田 美也子

グルメなクロスワード
ヒント レインボーフェイス？
日本ではあまりなじみがありませんが、海外ではポピュラーな国
もあります。年の暮れに家族で囲んで、いただきま～す。

１２月１７日（水）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：ぶんかさい
切
お名前

住

所

り 取 り 線

