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①日本 

クリスマスの日は、ローストチキンやフライドチキンを食べ、豪華なデコレーションケーキを食べる習慣があります。 

子どもの時は家族と過ごし、なぜか年頃になったら恋人と過ごす人が多いようです。 

クリスマスツリーは 12月 25日を過ぎたら、すぐに片付けて、お正月の準備に取り掛かります。 

②アメリカ 

アメリカのクリスマスは、家族や親戚などと集まって過ごします。クリスマスイブの日に、ツリーの下にクリスマスプレゼントを 

置いておき、12月 25日に家族みんなでプレゼントを豪快に開けて、お互いに喜びあいます。 

③ドイツ 

ドイツのクリスマスは、12月 1日からクリスマスまでの間に、毎週日曜日にロウソクを 1本ずつ灯したりカウントダウンして、クリスマスの日まで 

楽しみます。変わっているところは、サンタクロースが二人登場することです。良いサンタクロースは聖ニコラウス、悪いサンタクロースは 

クネヒト・ループレヒトといいます。いい子には聖ニコラウスがお菓子をあげて、悪い子にはおしおきをします。恐いですね！ 

④イギリス 

クリスマス当日の朝は、神に感謝し,祈願などを行うミサに参加し、夕方は七面鳥などのディナーを楽しみます。プレゼントは家族同志で交換し、 

サンタクロースからもプレゼントがもらえます。クリスマスの日は、クリスマスディナーを出しているレストラン以外のお店が全て閉店し、電車などの公

共機関が一部のバスを除いて全て止まります。イギリスの風習としてクリスマスはどこにも出かけないで、家族とゆっくり過ごすという文化なのです。 

⑤オーストラリア 

オーストラリアのクリスマスは、サンタクロースがサーフボードや水上スキーに乗って海から現れます。 

南半球側にあるので、日本やアメリカとは真逆の気候になり、夏の時期にクリスマスを迎えます。冬のクリスマスとはだいぶ雰囲気が違いますが、 

オーストラリアの人にとってもクリスマスが特別な日であることに変わりありません。大切な家族や友人たちと一緒にクリスマスをお祝いします。 

⑥ロシア 

ロシアのクリスマスは、ヨーロッパより約２周間遅れの１月７日、新年の後に迎えます。12月 25日は、カトリックのクリスマスという認識が強く、 

新年を迎えることのほうが重要視されているのです。しかし、最近クリスマスをお祝いする人も出てきました。ロシアのサンタクロースは、青や黄色の 

服を着て、とてもユニークで面白く、クリスマスツリーとして飾られる大きなモミの木は、新年を迎える前までに飾り付けされます。 

⑦フィリピン 

南アジアの中で唯一のキリスト教国フィリピンは、国民の 80％以上がキリスト教徒である為、多くあるお祝い事の中で１番大事な日としています。 

12月 16日～24日のクリスマスイブまで毎日行われている「Simbang Gabi」(シンバンガビ)とよばれるミサに参加します。クリスマスのお祝いが 

大好きなフィリピンの人たちは、家に来た人と一緒に踊ったり歌ったりしながら、特別なクリスマスの夜をみんなで楽しみます。 

  

いよいよ楽しい冬休み！！ 世界のクリスマスを調べてみました！ 

 



おせち料理の食材って何か意味があるの？ 

おせち料理に使われている一つ一つ食材にはそれぞれ意味があって、いろいろな願

いがその品目に込められています。  
黒豆…まめに働けるようにとの願い。 

 

数の子…卵がたくさんあるので、子孫繁栄、つま

り「子どもがたくさんできますように」との願

い。 

 

田作り…田んぼの肥料にコイワシを使っていたこ

とから、五穀豊穣、つまり「豊作になりますよう

に」との願い。 

 

昆布巻き…「昆布」を「よろこぶ」 と語呂を合

わせている。 「金団」と書き、栗きんとんの見た

目の色からも、金運向上の願い。 

紅白なます…紅白の水引と似ているところから、

お祝いごとを表している。 

 

紅白かまぼこ…紅白はおめでたいことを表すとこ

ろから、平和を願っている。 

 

 たたきごぼう…ごぼうのように細く長くしっかり
と根をはるという意味。 

伊達巻…書物(巻物)と似ていることから、学問や

教養を願うといった意味。また華やかさも表して

いる。 

 海老…長いひげをはやし、腰が曲がるまで長生き
するという長寿の願い。 

鰤(ぶり)…出世魚であるところから出世を願った

もの。 

 蓮根(レンコン)…穴のあいた様子から「見通しが

良くなる」という意味。             
毎年あまり気にせず食べていた

おせち料理も、こうしてあらた

めて見ると色んな意味があるの

ですね。 

語呂合わせのようなものも多い

ですが、新しい年をすこやかに

迎えることができるようにとい

った思いが込められています。 

お正月、家族一緒におせち料理

を食べるときには、ぜひ説明し

てあげてくださいね☺  



はこはこトーテムポールを作ろう！ 

日時…平成 30年 1月 28日（日） 

13:30～15:30 

会場…みとよ未来創造館(旧・農村環境改善センター) 

定員…80名（要申込、定員になり次第〆切） 

＊大人でも子どもでもどなたでも参加できます！ 

申込・問い合わせ…三豊市高瀬町図書館 

         TEL☎72-5631 

主催…三豊市図書館・三豊市教育委員会 

 

tupera tupera 

亀山さんと一緒に 
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まんのう公園 お正月イベント 

ジャンボかるた大会 ※小学生以下対象 

開催日…1/3(水) 

開催時間…受付 13：30～  

スタート 13：45～（幼児の部） 

※小学生の部順次スタート 

場所…ドラ夢ドーム 

ドラ夢のお出迎え 

公園のマスコットキャラクターのドラ夢が

みんなをお出迎え！ 

正月の三が日は、袴の衣装で登場します☺ 

時間…9：30～16：00 

場所…エントランス広場周辺 

書初め体験 

開催日…1/2(火) 

開催時間…10：00～12：00、13：30～15：30 

場所…ビジターセンター 

定員…各回 30名  



＜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）  
Tel (0875) 23-3943 (文化振興課） 

 ※ 日時等変更する場合もあります。ご確認のうえご参加下さい。 

http://www.niji.or.jp/public/sankankodomo-cic/ 

冬休みと１月の定例行事 

↙めいろ 

手洗い とうがい
をしっかりして 
風邪をひかずに 
楽しい冬休みを 
すごしましょう。 

日（曜） 名　称 対　　象 時   間 場所・連絡先

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

おはなし会 幼児～小低学年 10：30～11：00 豊浜図書館　52-1206

小学生と保護者 10：00～11：00
豊浜支所分館第8会議室(参加費1,000円)
1/17（水）申込締切　豊浜中央公民館 52-1203

おはなし会
（図書館ボランティアによるおはなし会）

幼児・小低学年・
保護者

10：30～11：00

10:00～ 詫間町図書館 2階会議室 83-6828

高瀬町図書館２Ｆ　児童室　 72-5631

おはなしの会「図書館友の会」

おはなし会 (おはなしの会・たかせによる

季節のおはなしかい）

幼児・小学生
・保護者

幼児～大人

  ☆ 2018年　１月 ☆　    a Happy New Year

13:30～14：30 豊浜図書館　　52-1206

幼児・小学生・
保護者

11：00～ 詫間町図書館 2階会議室  83-6828

昔ばなしのおはなし会
（いろいろな国の昔ばなし）

おはなし会「えほんのへや」特別企画 どなたでも 10：00～

山本町生涯学習センター研修室63-1041
【クリスマス会】　当日会場で受付。　定員・参加費なし。　絵本

の読み語り・わらべうた遊び・パネルシアター・歌とフルート演奏

※サンタさんからプレゼントもあります。

4（木）

14：30～15：00

幼児・小学生
・保護者

13：30～ 豊中町図書館 音楽室 62－6430（当日直接来館）

幼児～小学生 14：00～14：30

どなたでも

おはなしの会 （白ゆりクラブ）
絵本・工作・新春マジックショー

12（金）

13（土）

英語をたのしもう！ どなたでも 14：30～15：00 観音寺市立中央図書館　　23-396022(金）

27（土）

おはなし会 (おはなしの会・たかせによる

季節のおはなしかい）
幼児～大人 10：30～11：00 高瀬町図書館２Ｆ　児童室　 72-5631

幼児・小学生・
保護者

14：00～ 詫間町図書館 2階会議室 83-6828

出前おはなし会
『おはなしボランティア・げんきのき』

どなたでも

14 ：00～
詫間町図書館 2階会議室  83-6828
マジックショー（桑山虹マジッククラブ三野夫婦）は
1月5日（金）までに電話か窓口で申し込み（無料）

13：30～14：10

11：00～11：30 観音寺市立中央図書館　　23-3960

幼児～大人 10：30～11：00 高瀬町図書館２Ｆ　児童室　 72-5631

英語のおはなし会

☆ 12月 ☆

英語をたのしもう！ どなたでも 14：30～15：00

英語をたのしもう！

詫間町図書館 2階会議室  83-6828
おはなしの会『えほんのくにチャオ』
絵本・紙芝居・工作・チャオくんとおはなし

幼児・小学生・
保護者

観音寺市立中央図書館　　23-3960

23(土)

24（日）

観音寺市立中央図書館　　23-3960おはなし会

26（金）

9（火）

観音寺市立中央図書館　　23-3960

おはなし会 どなたでも 10：30～11：30 大野原図書館 54-5715

英語のおはなし会
（英語の絵本よみきかせ・うた・あそび）

10：00～ 仁尾町図書館　56-9565

かみしばいの会『おとひめズ』
紙芝居・工作

おはなし会 幼児～小低学年 10：30～11：00 豊浜図書館　52-1206

おはなしの会（図書館友の会）
絵本・紙芝居・工作

幼児・小学生・
保護者

10：00～ 詫間町図書館 2階会議室 83-6828

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

おはなし会「えほんのへや」
(山本ふれあい公園ボランティア）

どなたでも 10：00～
山本町生涯学習センター和室63-1041　絵本の読み語り・紙

芝居・パネルシアター・わらべうた遊びなど

17（水）

図書交換会 (持ってきた冊数分交換可能、
原則5冊まで)

一般 10：00～14：00
詫間町図書館 閲覧室　83-6828　<無料>
※汚れた本、雑誌・いたみのある本は交換できない

三野町図書館　73-3121

14（日）

絵本の読み聞かせ と 折り紙遊び 幼児 14：15～ 財田町公民館図書室　67-0108

英語をたのしもう！ どなたでも 14：30～15：00 観音寺市立中央図書館　　23-3960

おはなし会と工作教室
（ボランティア「夢ふうせん」）

「たのしいおはなしのへや」

19（金）

幼児～大人 10：30～11：00 高瀬町図書館２Ｆ　児童室　 72-5631

10 ：00～

20（土）

親子フラワーアレンジメント教室

観音寺市立中央図書館　　23-3960

図書館貸し出し福袋 9：00～ 観音寺市立中央図書館　　23-3960

うたおー！つくろう！やってみよー！
「おはなしと工作の会」

高瀬町図書館2F児童室　　72-5631　「ネコとネズミのおい

かけっこ作ろう」 ＊はさみ・フェルトペン持参
10：30～11：30幼児～大人

6（土）

おみくじをつくろう！

幼児・小学生・
保護者

幼児～小低学年

幼児～低学年

5（金） 英語をたのしもう！ どなたでも 14：30～15：00
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