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◆◇◆ 「おせったい」 の 文化 ◆◇◆ 

お接待とは お遍路（へんろ）さんに 
地元の人が 
お菓子や飲み物・タオルなどをあげたり 
荷物をあずかったり道を案内したり 
泊まるところを提供したり、 
それらを無償で （お金や品物をいただかず
に）ほどこすことをいいます。 

四国に住む人はお遍路が過酷（かこく）な旅であることを知って
います。昔は道が悪く、天気予報もなく、もちろんスマホもなく自
動販売機もない道を何日も歩く旅でした。そのため、お遍路さん
を応援する気持ちを込めてお接待をしてきたのです 

物やサービスを提供することだけが 
お接待ではありません。 

お遍路さんを応援する気持ちをあらわすのがお
接待です。「こんにちは」とか「頑張ってください」
などと気持ちよく声をかけることもお接待です。 
これならみなさんにもできますね。 

お遍路さんにかぎらず 
人の気持ちを思いはかって、その人が一番よろこぶ
物やことはなんだろう、と考える 

「おせったいの心」を大切にしましょう。 

 わたしたちが住んでいる四国には 

「お接待（おせったい）」 
 というすばらしい文化があります。 

今から約1,200年前、弘法大師
（こうぼうだいし）が人々の災難を
除くために開いた四国８８か所の
霊場を、祈願などの目的で巡り歩
く人を「お遍路（へんろ）さん」と呼
びます。 

このような いでたち で歩いているお遍
路さんを見かけたことがあると思います。 

かぶっている笠などに「同行二人」 
と書かれているのは「弘法大師と自分
の二人旅である」という意味です。 

おせったいは 「してもらう人」 も 「した人」 も、両方が
いい気持ちになれるすてきな魔法かもしれません！ し も な お 
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お し も 
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し お て 

<<観音寺市と三豊市にある霊場>> 
 
66番 雲辺寺  67番 大興寺  68番 神恵院 
69番 観音寺  70番 本山寺  71番 弥谷寺 

 
88か所すべてをまわるのはたいへんですが  
みなさんの身近に「ミニ四国八十八ヶ所」というのが 
あちらこちらにあります。 
1時間弱で歩けるコースに1番から88番札所が祠やお
地蔵さんとして配置され、その足元に札所の境内の砂
が埋まっています。 
行くときはおとなの人と一緒に行きましょう。 

お・も・て・な・し 

「おせったい」とよく似たことばが「おもてなし」です。 
2020年に東京で行われるオリンピックのキーワードにもなっています。 
日本人が互いに助けあい、お迎えするお客様のことを大切にする気持
ちを表す言葉です。 

タテの列にも 
ヨコの列にも 
「お・も・て・な・し」
の文字が一つずつ
あるように文字を
入れましょう！ 

おもてなしパズル 



 ♥まちがいさがし♥ 
  10こあるよ！みつけてね。 
   

                                                                              ◆◇レッツ♪クッキング◇◆ 
～ちこちゃん先生の食育講座～ 

日 時：2月 17日(土) 10:00～11：30  

場 所：山本町保健センター調理室  

参加費：300円 

申込先：090-4500-0907(山地) 

090-4506-4021（石川） 

 

◆◇子育て塾◇◆ 
～一人っ子、兄弟姉妹の個性ののばし方～ 
日時：2月 17日(土)10：30～12：00 

場所：財田大野農業構造改善センター 

参加費：700円 

（飲み物、お菓子、テキスト代） 

対象：妊娠中の方、幼児～小学生の保護者 

申込先：090-4500-0907(山地) 

    090-1173-5203（田中） 

主催：家庭論理の会香川 

後援：三豊市教育委員会 

◆◇写真でかくれんぼ ◇◆ 
ポラロイド社のカメラを使って、写真で“か
くれんぼ”をします。 
隠れる人は美術館をまわり、ここだと思っ
た場所やそこにあるものを見つからない様
に撮影します。 
見つける人は、撮影された写真をヒントに
美術館をまわり、どこでその写真を撮った
のかを当ててください。チームに分かれて
どちらが多く隠れていたポイントを見つけ
られるか競います。 
 
日時：2月 11日(日・祝) 13:00～16:00 
場所：丸亀市猪熊弦一郎現代美術館 
対象：小学生～大人 
定員：20名 
参加料：300円 
申込：要申込み 
【申込み締切：2018年 1月 31日(水)】 

場 所：丸亀市猪熊弦一郎現代美術館 

丸亀市浜町 80-1      

問合せ先：0877-24-7755 

 

申込み：ワークショップ名・名前（ふりがな）・学年（年

齢）・郵便番号・住所・電話番号を書いて、ハガキもし

くはメールにてお申し込み。ＨＰからも可能     
◆◇金刀比羅宮 節分祭◇◆   
冬の最後の日にあたる節分の日に災厄や邪

気を祓い、福を招くための行事である節分

祭。神事の後に「こんぴらさんの福豆」が

参拝者に授与されます。 

日時：2月 3日 （土） 17:00～ 

場所：金刀比羅宮祓い福を招きます。今年

のゲストは、歌手の西崎緑さんです。  
◆◇ 田村神社 節分祭 ◇◆  
 

豆やお餅がまかれます。 

「鬼やらい神事」では、人形（ひとがた）と

呼ばれる紙に自身の罪や穢（けが）れを移し、

高さ 5mの張子の鬼の面にそれを貼り、焚き

上げることによって、諸々の災厄を祓い福を

招きます。ゲストは、歌手の西崎緑さん 

日時：2月 3日 (土)10:00～18:30 

場所：田村神社 

◆◇引田ひなまつり◇◆ 
古いまち並みの家々にお雛さまが飾られ

て、一足はやい春の訪れがお楽しみいただ

けます 

日時：2月 28日（土）～3月 4日（金） 

   16時 

＊3月 2日（金）のみ 

灯り雛あんどん飾りで 20：30まで 

 

場所：東かがわ市 JR引田駅より 

   引田の古いまち並み一帯 

      讃州井筒屋敷 

     （東かがわ市引田 2163） 

主催: 引田ひなまつり実行委員会 

 0879-33-3450  
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                     では、あお鬼くんクイズです！                            ①               ⓶                                              
   ③                  ④ 

            

 

 

 

  
『さぬきひめ』のいちご狩りにでかけましょう～ 

熟れた甘い実のサイン。おいしい実の見分け方 
🍓つやがあり、ヘタが新鮮。 

🍓ヘタの下がくびれてしっかり横に張っているもの。 

いちご屋 スカイファーム 高松市飯田町 656-1    ０８７－８８１－５２５６ １／３～５月中旬 

いちごハウスやぶき 高松市川島東町１７４８ ０９０－５２７６－８１１０ １／３～６月初旬 

小豆島ふるさと村いちご園 小豆島町室生２０８４－１ ０８７９－７５－２２６６ 12／17～5月中旬 

森のいちご 三木町上高岡 1611  ０８７－８９０－３０３５  12／28～５／３１ 

エス・エス・ケイ 三木町田中２９０６－２ ０９０－２７８１－８９８０ １月～4月 

道の駅 滝宮 いちご農園 綾川町滝宮１５７８(道の駅敷地内) ０８７－８７６－３３６１ １２／２３～５月 

ラ・フレーズ 観音寺市柞田町丁１４６    ５６－０５６７ ３月～５月予定 

がっこうのイチゴ園財田上 三豊市財田町財田上７２６ ２３－６０３７ 1月～  
あお鬼くんクイズのこたえ①－本来はＣ ②－Ａ ③－Ｃ ④－Ｂ 

ヒイラギの葉は、鬼のどこをさすの？  

       Ａ おにの 目 

Ｂ おにの 足 

       Ｃ おにの おなか 節分はＩ年に何回あるの? 

Ａ １回 

Ｂ ３回 

Ｃ ４回 

今年の恵方は？            

      Ａ 北北東  

     Ｂ 南南東 

      Ｃ 西南西 

鬼がきらいな魚は？  

      Ａ あじ （鯵） 
Ｂ いわし （鰯）    

      Ｃ まぐろ （鮪） 



＜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） 

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

2月22日は「ネコの日」です 2月22日は「にゃんにゃんにゃん」のごろ合わせから 
「猫の日」に制定されています。 
左のネコちゃんの中に一匹だけ ほかとちがうネコちゃんがいますよ。
探してみてね。 

答え 左から2番め、下から2番めのネコちゃんだけ おひげが少ない. 
 

 ※日時等変更する場合があります。ご確認の上ご参加下さい。 

日（曜） 名　称 対　象 時　間 場所・連絡先

2（金） 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 幼児～低学年 13：30～14：10 観音寺市立中央図書館　23-3960

「クッキーバッグを作ろう！」 幼児～低学年 13:30～14：30 豊浜図書館　　52-1206

おはなしの会 （白ゆりクラブ）
絵本・工作

幼児・小学生・
保護者

14 ：00～ 詫間町図書館 2階会議室  83-6828

9(金) 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 どなたでも 10：30～11：30 大野原図書館　　54-5715

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

10：00～ 仁尾町図書館　56-9565

たのしいおはなしのへや 幼児～小学生 14：00～14：30 三豊市三野町図書館　　73-3121

おはなし会と工作教室
（ボランティア「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（当日直接来館）

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

10 ：00～ 詫間町図書館 2階会議室  83-6828

11（日）
えいごのおはなし会
（英語の絵本よみきかせ・うた・あそび）

幼児・小学生・
保護者

11：00～ 詫間町図書館 2階会議室 83-6828

13（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

16（金） 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

かみしばいの会『おとひめズ』
絵本・紙芝居・工作

幼児・小学生・
保護者

14：00～ 詫間町図書館 2階会議室 83-6828

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・傷みのある本は交換できない

親子フラワーアレンジメント教室 小学生と保護者 10：00～11：00
観音寺市豊浜支所分館 第8会議室 （参加費￥1,000)
2/14(水）締切　申込豊浜中央公民館  52-1203

21（水） 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

23（金） 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 幼児～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～低学年 10：30～11：00 豊浜図書館　　52-1206

おはなし会　「えほんのへや」 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・わらべ歌遊びなど

おはなし会（図書館友の会）
絵本・紙芝居・工作

幼児・小学生・
保護者

14：00～ 詫間町図書館 2階会議室 83-6828

24（土）

10(土)

3（土）

17(土)
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