
 

 

 

ご注意!!  食中毒が 9月に多いのはなぜ？ 

9月・10月といえば秋の行楽シーズンであり、野外で食事をする機会が多い時でもあります。 

加えて夏の疲れが残っている頃でもあり、比較的食中毒になりやすいと言えます。 

「少し涼しくなってきた」という油断が食中毒を引き起こす原因になることもあるかもしれません。 

食中毒を引き起こす細菌は、気温が 20度くらいのときに活発に増殖し始め、人間の体温に近い 35～

40度になるとさらに増殖が活発になります。 

夏から秋にうつる今の気候は細菌にとって快適。 

十分気を付けましょう。 

第１９４号 ２０１7年９月号 

Q1食中毒を予防するための３つの“基本原則“。正しいのは？ 

細菌やウイルスを… 

1「つけない」「増やさない」「殺菌する」 

2「つけない」「増やさない」「気をつける」 

3「つけない」「増やさない」「よく見る」 

Q2家庭の中で最もバイ菌が多い場所は？ 

1トイレ 

2キッチン 

3お風呂場 

いよいよ２学期が始まります。 

まだまだ暑さは残っていますが、体調を整え、頑張りましょう!! 

Q1正解は 1 

Q2正解は 2 



第２０回 仁尾八朔人形まつり 
期間 : 平成２９年９月２３日（土）～２５日（月） 

午前９時～午後５時（最終日 25日は午後４時まで） 

場所 : 仁尾町文化会館周辺 

お問い合わせ : ０９０-２７８１-４５６１ 

（仁尾八朔人形まつり実行委員会） 

イベント内容 : 昔ながらの街並みが今なお残る仁尾。 

そして、その町並みを鮮やかに彩る人形たち。 

スタンプラリー用紙片手に人形の展示をみながら、 

昔の町並み巡りはいかがですか？人形の展示のほか、たくさんのイベントが開催されます。 

ＪＲ詫間駅から、２３日（土）・２４日(日)は無料シャトルバスを運行。 

 

第３２回萩まつり 
日時 : 9月 17日（萩原寺） 午前 10時～午後 4時 

9月 23日（萩の丘公園、萩原寺） 午前 10時～午後 4時 

場所 : 9月 17日、23日 萩原寺 

9月 23日 萩の丘公園 （雨天の場合は大野原会館） 

＜萩原寺会場＞ 

約 2000株の萩の花を愛でながら、茶席や琴の演奏、骨董市などが 

楽しめます。 

＜萩の丘公園＞ 

大野原町の獅子舞、スーパーカー展、マーチングバンドなどの他、 

青空市が開催されます。 

 

コキア・コスモスフェスタ 
期間 : 9月 16日(土)〜11月 5日(木)  9:30～17:00 

場所 : 国営讃岐まんのう公園  

お問合せ : 同園管理センター 0877-79-1700 

15 品種・40 万本のコスモスが秋の園内を鮮やかに

彩る。 

9月中旬からは黄色やオレンジ色のキバナコスモス、

10 月中旬には白やピンクのコスモス、10 月下旬は

淡い色をしたキャンパス系の品種など、時期によっ

て様々な品種のコスモスが鑑賞できる。 

さらに今年は、紅葉する草”コキア(和名：ホウキ

グサ)”が初登場！ 

もこもことした緑色の葉は、気温が低下するにつれ

赤色に変化していきます。 

 



 

四国まるごと公共交通利用促進キャンペーン都市イベント 
期間：平成 29年 9月 17日（日）11:00～16:00  

主会場:高松市美術館通り 第 2会場:高松南部 3町(南新町・常磐町・田町)商店街、 

瓦町駅 

問合せ:県交通政策課 087-1832-3130 

９月１７日（日）に公共交通の利用を促進するため、バスや鉄道に親しんでいただく 

イベントが開催。  

メイン会場の美術館通りには県内で活躍しているバスが大集合！大人気のお絵かきバスや  

ミニ電車・ミニ SLもやってきます。 

 

 

 

  もとＮＨＫデイレクター松尾伸の「子育て図書館」 第７回       

ドロシー・ロ－・ノルトの詩   

子  ど  も 

   批判ばかりされた子どもは  非難することをおぼえる 

      殴られて大きくなった子どもは  力にたよることをおぼえる 

   笑いものにされた子どもは  ものをいわずにいることを覚える 

      皮肉にさらされた子どもは  鈍い良心のもちぬしとなる 

        

   激励を受けたこどもは  自信をおぼえる 

      寛容に出会ったこどもは  忍耐をおぼえる 

   賞賛を受けた子どもは  評価することをおぼえる 

     フエアプレ－を経験した子どもは  公正をおぼえる 

  

    友愛を知る子どもは  親切をおぼえる 

      

    安心を経験した子どもは  信頼をおぼえる 

     

    可愛がられて抱きしめられた子どもは  

       世界中の愛情を感じ取ることをおぼえる 

 

       この詩の作者のドロシー・ロ－・ノルトさんはアメリカの教育学者。 

著書「子どもが育つ魔法の言葉」 

 

       この詩は皇太子殿下が45歳の誕生日会見で披露して一躍有名になった。 

 



日(曜) 　　　　　　　名　称 対　象 時　間 場所・連絡先

1（金） 英語を楽しもう！ どなたでも 14：30～15：00 観音寺市立中央図書館　23-3960　

2（土） おはなし会 幼児～小学低学年 13：30～14：10 観音寺市立中央図書館　23-3960　

2（土） うたおー！つくろー！やってみよー！ 　　　幼児～ 10：30～11：30 高瀬図書館2F　児童室　72-5631　◆ぽっぺんを作ろう！

2（土） おはなしの会「白ゆりクラブ」
幼児・小学生・保護

者
14：00～ 詫間町図書館 2F会議室

2（土） 工作教室 　◆ストローひこうきを作ろう！ 幼児～小学低学年 13：30～14：30 観音寺市立豊浜図書館　52-1206（無料）

8（金） 英語を楽しもう！ どなたでも 14：30～15：00 観音寺市立中央図書館　23-3960　

9（土） 昔ばなしのおはなし会 幼児からまで大人 10：30～11：00 高瀬町図書館2F児童室　TEL・FAX　72-5631　◆色々な国の昔話

9（土）
絵かわりボックスを作ろう！　◆３個の四角をつな
げて作るふしぎなパズル。

どなたでも 14：00～ 山本町生涯学習センター研修室　63-1041

9（土） おはなし会 幼児～小学低学年 10：00～ 仁尾町図書館　56-9565

9（土） おはなし会　「夢ふうせん」 幼児・小学生・保護者 13：30～
豊中町図書館音楽室  62－6430　◆おはなし会と工作教室

9（土） おはなしの会「えほんのくにチャオ」 幼児・小学生・保護者 10：00～ 詫間町図書館 2F会議室 83-6828

9（土） たのしいおはなしのへや 幼児～小学年 14:00～14:30 三野町図書館　73-3121　FAX73-3120

9（土） おはなし会 幼児～小学低学年 10：30～11：30 大野原町図書館　54-5715

10（日） えいごのおはなし会
幼児・小学生・保護

者
1１：00～ 詫間町図書館 2F会議室 　83-6828

12（火） 英語のおはなし会 どなたでも 11：00～11：30 観音寺市立中央図書館　23-3960　

15（金） 英語を楽しもう！ どなたでも 14：30～15：00 観音寺市立中央図書館　23-3960　

16（土） かみしばいの会「おとひめズ」 幼児・小学生・保護者 14：00～ 詫間町図書館 2F会議室 83-6828 ◆紙芝居・大型絵本・工作

16（土） 出前おはなし会「げんきのき」 幼児～大人 10：30～11：00 高瀬町図書館2F児童室　TEL・FAX　72-5631　◆楽しいお話

豊浜支所分館 第8会議室　参加費1,000円 ※9月13日〆切

連絡先：豊浜中央公民館 52-1203

16（土） 図書交換会 一般　　 10：00～14:00 詫間町図書館閲覧室83-6828　

20（水） おはなしのへや 　　　　幼児と保護者 14：15～ 財田町図書館　67-0108

22（金） 英語を楽しもう！ どなたでも 14：30～15：00 観音寺市立中央図書館　23-3960　

23（土） おはなし会 幼児～小学低学年 10：30～11：10 観音寺市立中央図書館　23-3960　

23（土） おはなし会「えほんのへや」　　特別企画お月見会 どなたでも 18：00～ 山本町生涯学習センター　和室・芝生広場　63-1041

23（土） おはなしの会「図書館友の会」 幼児・小学生・保護者 10：00～ 詫間町図書館 2F会議室 83-6828　◆大型絵本・紙芝居・絵本・工作

23（土） おはなし会「おはなしの会・たかせ」 幼児～大人　 10：30～11：00 高瀬町図書館2F児童室　TEL・FAX　72-5631　◆季節のお話

23（土） おはなし会 幼児～小学低学年 10：30～11：00 豊浜町図書館52-1206 

29（金） 英語を楽しもう！ どなたでも 14：30～15：00 観音寺市立中央図書館　23-3960　

30（土） おはなし会「おはなしびっくりばこ」 幼児・小学生・保護者 10：00～ 詫間町図書館 2F会議室 83-6828　◆大型絵本・紙芝居・絵本・工作

10：00～11：00親子フラワーアレンジメント教室 小学生と保護者16（土）

◆お月見会
絵本の読み語り・
わらべ歌遊び

影絵と歌・琴の演奏
フルート演奏 など

※日時等変更する場合もありますので、ご確認のうえ参加ください。

持ち物は、
はさみ・のり

大型絵本・紙芝居・工作

持ってきた冊数分（最大５冊まで）交換。
雑誌類・汚れ・いたみのある本は、
交換できません。

＜編集・発行＞

三豊観音寺地域子どもセンター

（事務局 : 観音寺市教育委員会文化振興課）

〒768-8601 観音寺市坂本町一丁目1番1号

観音寺市中央公民館２Ｆ

Ｅ-mail  sankankodomo-cic@future-firm.com

Tel/Fax ０８７５－５７－５６２０(子どもセンター)

行事に参加した感想や「ａｍｉ・あみ・通信」に対する

ご意見ご感想をお寄せ下さい。

また、掲載したらいいなという情報も提供して下さい。

電話・ＦＡＸ・E-mailを利用するか、ボランティアメンバーまで

直接お知らせ下さい。よろしくお願いします。

絵本の読み聞かせと折り紙遊び
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