
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

第２００号  201８年  特別最終号 

ご卒園・ご卒業・ご進級 

 おめでとうございます!! 

 日ごとに暖かくなり、春らしくなってきました。今春卒園・卒業を迎える皆さん、おめでとうございます。 

今皆さんは、４月からの新しい学年・新しい学校・園生活に期待して胸をふくらませていることでしょう。 
目標を持って夢の実現に向け、羽ばたいていってくださいね。おうちの方は少し先の成長した姿を思い描いて、
ゆったりと見守ってあげてください。 
さて、皆さんと共に歩んできました「ａｍｉ・あみ・通信」は、今回の第 200号の発行をもって、卒業する

ことになりました。閉刊となります。長きにわたり励ましや応援、本当にありがとうございました。 
1999 年に創刊された『三豊観音寺地域子どもセンター』イベント情報誌。当初は教育委員会が作っていま

した。もっと子どもたちが身近に手にとれるような楽しいものにしよう！!と、2002年にボランティアメンバ
ーが立ち上がり《♥フランス語で仲間♥愛を実らせる♥ネットワークの網》の３つのテーマを掲げ,親しみやす
いようにと思いを込めて『ａｍｉ・あみ・通信』と名前を変えました。 
当初は記事作成やレイアウトの仕方等も手探りながら、皆さんの役に立つ・ 
喜ばれる情報誌にするために毎月編集会議を開き情報交換し、発行してき 
ました。 みなさんからの意見感想をお寄せいただくこともありました。 
2008年には記念すべき 100号を達成し『アメリカのお兄さん・お姉さんと 
遊ぼう！』を企画しました。７人のお客さまをお招きし、約８０人の子ども 
たちと一緒に歌ったり踊ったりと楽しい交流会となりました。 
また、各学校の様子や特徴ある行事を伝えた『行ったよ！聞いたよ！ 

知らせるよ！』。 学校と地域との盛んな交流を紹介してきました。 
そして、学童保育を訪ねて、子どもたちの生の声を聞かせても 
らった『直撃インタビュー  ねえ、ねえ、きいて～ 』。 
子育てに関する本を紹介した『子育て図書館』。  これらは、 

若いパパやママから参考になる・・と喜ばれていました。  
創刊から約２０年！ 数多くの思い出があります。  

読んでくださる皆さんと時間を共有できたことは幸せでした。 
長きにわたり『ａｍｉ・あみ・通信』を支え、愛読してくださり本当にありがとうございました～。 
                     『ａｍｉ・あみ・通信』編集ボランティアスタッフ一同♥より 



  

 はなむけの言葉にそえて                   観音寺市教育委員会   教育長 三野 正 
   

 野山を渡る風にも、春のやさしさが感じられる頃となりました。この度、大切な学び舎をあとにし、新たな道に向かう皆さんに対し、 
心よりお慶びを申し上げます。 楽しかったことや苦しかったことを思い起こし、希望と勇気を胸に中学校に進学してください。 
   

       さまざまの事思ひ出す桜かな  （芭蕉） 
    

さて、20年間、200号にも及んだ「ami・あみ・通信」が閉刊となります。子どもたちや保護者のために、ありがとうございました。 
今、スタッフの皆様も、この句のような心持ちではないでしょうか。 
今後も、本通信に込められた思いを受け継ぎ、子どもたちの成長を見守って下さるようお願いし、お礼の言葉に代えさせて頂きます。 

 ご苦労さまでした                  三豊市教育委員会  教育長 岡根 淳二 
   

三豊・観音寺地域子どもセンターイベント情報紙「ａmi・あみ・通信」200号の発刊おめでとうございます。担当の安藤
先生からお聞きしたのですが、今号をもって閉刊するとのこと。再度、情報紙を見直してみますと、行事紹介をはじめ、
卒業を前にした子どもたちの夢や季節の楽しみ方等々、思わず微笑んでしまいました。 
長きに渡り、こんなに心に残る仕事をしていただいたスタッフの皆さまに感謝申し上げるとともに、今後は、違ったお立場
から子どもたちを見守っていただけるようお願いいたします。 

amiあみ通信が最終回を迎えると聞き、寂しさとともに
いろんな思い出がよみがえってきました。十数年前、
私が山本町で小学生の土曜日教室を担当していた
頃、通信で行事を紹介してもらうと、たくさんの子ども
たちが集まってくれたことを思い出します。 
通信には、三豊観音寺の行事が満載で、子どもたち
にとって最高の情報誌でした。 
地域の魅力も子どもたちに伝えてくださったと思います。 
長い間お世話になりました。 
長い間ありがとうございました。     
               森 多佳司 

あみあみ通信が終わることを聞いてたいへんさみしく感じるとともに
「よく、ここまで続いたなぁ。」とも思っています。これは、ひとえにボ
ランティアスタッフの皆さんの地道な活動のおかげだと感謝してお
ります。 
あみあみ通信は、子どもの居場所づくりと情報発信を目的に１市
９町のボランティアスタッフにより地域子どもセンターの事業とし
て始まりました。 
現在では、２市の共同事業となっておりますが、先日も孫が保
育園から持って帰っているのを見させていただいて、「頑張ってる
な」って思っていたところでした。本当に、長い間ありがとうござい
ました。   観音寺市観光協会 事務局長 藤原 正清 

平成14年4月に、当時の1市9町の教育委員会が各地区からボランティアを募り、子どもセンターが発足しました。子ど
もたちが元気に成長するお手伝いとして地域の楽しい情報を紹介するという趣旨の全国的な施策でした。今日まで活動
が続いたのは、メンバーの情熱と教育委員会や各小学校とPTAの皆様の暖かいサポートの賜物で、全国的にも非常
に珍しく貴重な存在でした。 
あみあみ通信のあみは、ネットワークの網、愛情を持って子どもたちを見守る愛見、アイデアを編み出す等、いろいろな思
いを込めて名付けました。この度一旦活動は終了となりますが、これからも子どもたちが豊かな体験を重ねて、たくましく成
長してほしいと願っています。長い間のご愛読、ありがとうございました。               三谷ひろみ 
 

 ありがとう 「amiあみ通信」              前観音寺市教育委員会 教育長 大平 幸男 
  

「地域の情報発信」紙として、また「子育て支援」紙として、平成14年から発行を続けてきた「amiあみ通信」が幕を閉
じることになりました。スタッフの皆様、本当にご苦労様でした。 
子どもたちのためにと、取材し、構想を練り、発行してきた熱意、創造力、団結力に敬意と、感謝を申し上げます。皆様
の活動により、「ふるさと」が子どもたちの心にしっかりと根付いていることでしょう。 

「ami・あみ・通信」作成ボランティアスタッフや今までにかかわってくださったかたがたのメッセージです。 ※順不同です。 



15年の年月は、ami.あみ通信に携わった 
全ての方々が、一つ一つ、本当にコツコツ 
と積み重ねて、出来上がったものです。 
どんな事が、子供達に喜んで貰えるかな？
(迷路とか親子クッキングも楽しいよね)  
お母さんが今知りたい事は、何だろう？ 
(入学準備や病後児保育とかどうかな) 

amiあみ通信に携わってまだ2年ちょっ
とでしたがこの度終刊することになり残
念です。読んでくださっていた皆様がな
るほど～。へぇー知らなかったー！と
思って頂けるような豆知識や三豊市
のイベントなどを発信できるいい情報誌
だったので、またどこかで違う形でも
amiあみ通信のようなものが出来て
行ってくれたらいいなと思います。 
読んでくださっていた皆様楽しみにして
下さっていた皆様ありがとうございました。
そしてamiあみ通信に携わってこられ
た皆様、お疲れ様でした。ありがとうご
ざいました。                            田中 愛 

子育て図書館 
           
   松尾 伸  

  20年間、あみあみ通信200号発刊の内 
私は13年間ボランティア活動をさせていただき、 
ありがとうございました。 
ずっと受け続くことができたあみあみ通信は、 
ボランティアの皆さんと読者の皆さんとの架け橋でしたね。 
                     矢野 真由美 

長い歴史の中の、短い間でしたが
携わることができて 
よかったです。amiあみ通信で知っ
たイベントなどに子どもと出かける
のが楽しみでした！ 
ありがとうございました♡  
 
         
    江口 恵 
 

次は何を伝えよう？アンテナを張り巡らせ、 
役立つ情報集め！親子で料理・季節の 
迷路やクイズ・子育て情報。時には取材に 
出かけたり、イベントも企画したり…。 
子どもたちの笑顔を支えに「親子時間」を 
楽しんでもらえるよう手伝わせてもらった 
十六年間でした。       片山 園美 

『amiあみ通信』を毎月読んでくれていたみなさん、今までありがとう。 
私は、『amiあみ通信』が地域の情報誌として発行し始めた最初か
ら関わって、 ３人の子育てをしました。 
今は社会人や大学生となった子どもたちが小学生の頃は、まだま
だ携帯やパソコ ンがあふれていなかったので、子どもたちの周りから
「あみ通 を見て出かけてきた」とか、「色々な行 事のことがよくわ
かった」とか、「めいろが楽しい」とか・・嬉しい励ましの言葉をもらいな
がら編集を頑張った ものです。 
最近は便利に知りたい情報を得られるようになり 
ましたが、みなさんに喜んでも らえるようなものを 
お届けしたい！という気持ちはその時のままです。 
スタイルは変わるかも知れませんが、また どこかで 
お会いしましょう。      久保田 由美子 

いきなり普通のお母さん達が寄せ集められ、それでも一生懸命考えて、
手探りでの手作り…紙面を通して、想いが少しでも感じていただけてい
たら、ありがたいのですが。発足当初3歳の娘が、この３月に高校を卒
業しました。 この最後の号が、あみ通の卒業式ですね。今や、色んな
所から子育て情報が得られます。上手に利用して、これからも子供達
の為に、頑張りましょう‼          北村 弘美 
                                                                                                                           

原稿を書くために三豊市観音寺市のことを調べ 
なおして改めてびっくりしたり、パズルを作りながら 
「解けるかな？」とワクワクしたり、webサイトを 
作ってみたり amiあみ通信を作ることを楽しんで 
きました。そんな気持ちが少しでも伝わっていたら 
うれしいです。きっとまたどこかで会いましょう♪ 白川まり子 

amiあみ通信は今回発刊の２００号が最終版
となります。何事においても、長年続けてきたこ
とがなくなるのは寂しいものです。私は、三豊市
の事務局としてわずか３年間関わっただけで
す。１８年間毎月発刊を続けてこられた編集
委員さんに敬意を表するとともに、その熱い思
いが継承され、発展していくことを願います。 
  三豊市生涯学習課  安藤 清和 

地域の子どもたちやお父さん・お母さん
に多くの情報を届けてきた「ami・あみ・
通信」。 
平成１１年度からボランティア編集委
員の皆様の熱い想いを、紙面を通して
時にやさしく、時に厳しく届けていました。 

今回の２００号を最後にその歴史は閉じることになり寂し
さは尽きませんが、これまで携わってこられた皆様に敬意
を表するとともに、その熱い想いを絶やさぬよう努力してま
いります。     観音寺市文化振興課 井上・後藤 

毎回届けられる各編集者の個性的な
原稿を楽しみしておりました。 
長い間お疲れ様でした。 
       観音寺市前担当 山下 
 
 

 突然ですがここで ◆漢字クイズ◆    のお時間です 
   

（ ）に当てはまる漢字はなんでしょう。 
小学生でもきっとわかりますよ。答えはひとつとはかぎりません。 

 

１．大・夫・春・買・（ ）・交・切・父・・・ 
２．預・休・（ ）・貢・財・男・・・・  
 

答え 
1.語 （吾、悟なども正解） 

漢字の中にはじゅんばんに 「一、二、三、四・・・」という
漢字がかくれています。だから5番目の漢字の中には
「五」が隠れているはずですね！ 

2.空 （穴、安なども正解） 
漢字の中にじゅんばんにカタカナの「ア、イ、ウ、エ、オ」
がかくれています。3番目の漢字は「ウ」がかくれていれ
ば正解です。 



長いあいだ、ami・あみ・通信を可愛がっていただき本当にありがとうございました。 

＜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 (0875) 23-3943 (文化振興課） 

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

 
 
 
 
 
 
 
◆観音寺市の図書館◆ 
https://www3.city.kanonji.kagawa.jp/tosho/index.asp 
 
 ●中央図書館  ☎ (0875) 23-3960 
 ●大野原図書館 ☎ (0875) 54-5715 
 ●豊浜図書館  ☎ (0875) 52-1206 
 
○開館時間  
  □毎週火曜日～金曜日 午前９時～午後６時 
  □土曜日／日曜日   午前９時～午後５時 
  □祝日        午前９時～午後５時  
○休館日  
  □月曜日・年末年始・図書整理期間  
★3/24～25 電気工事のため、豊浜図書館が休館します。 

◆三豊市の図書館◆ 
http://library.city.mitoyo.lg.jp/Lib/app/Info1511 
 
 
 ●三豊市高瀬町図書館  ☎(0875)７２－５６３１ 
 ●三豊市山本町図書館  ☎(0875)６３－１０４１ 
 ●三豊市三野町図書館  ☎(0875)７３－３１２１ 
 ●三豊市豊中町図書館  ☎(0875)６２－６４３０  
 ●三豊市詫間町図書館  ☎(0875)８３－６８２８ 
 ●三豊市仁尾町図書館  ☎(0875)５６－９５６５ 
 ●三豊市財田町公民館図書室 ☎(0875)６７－０１０８  

 
○開館時間   午前９時３０分～午後６時  
○休館日 
 ・月曜日・年末年始・図書整理期間  
 ・資料特別整理期間 
 （各館ごとに決定し、事前にお知らせします） 
 
★高瀬町図書館は平成３０年４月１日から「みとよ未来
創造館１階」へ移転します。移転準備のため、平成３０年
２月１日（木）～３月３１日（土）まで休館いたします。 
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◆小学生用◆ 
 ■こども電話相談（でんわそうだん） 
    087-813-3119  （9：00～21：00 ） 
     （学校生活や家族関係・友だちのことなど） 
 ■24時間いじめ電話相談（保護者の電話も受け付けます） 
    087-813-1620 （24時間いつでも） 

 
 
■子ども・若者相談 (子どもと若者） 
   0875-23-0900 （平日と 第3土曜日） 
 観音寺市少年育成センター（いじめ・不登校・ひきこもりなど） 
■子ども・若者相談 (子どもと若者） 
   0875-73-3137（平日） 三豊市少年育成センター 
   （不登校・ひきこもり・家族、友達関係など） 

◆おとな用◆ 
 ■「虐待かもしれない」と思ったら  
   189  （全国共通ダイヤル児童相談所） 
 ■西部子ども相談センター 
    0877-24-3173   
  （児童福祉司や児童心理司による相談） 

 
■観音寺市子育て支援課 こども・女性相談係  
  0875-23-3957   （子どもや家庭に関する相談 ） 
■三豊市相談ダイヤル 
  0875-73-3665     （子どもや家庭に関する相談 ） 

 図書館は、本がいっぱいある
だけではなく「おはなし会」や「工
作の会」などたくさんの楽しい行
事があります。まずは図書館 
 に行ってみましょう。 

こまったら相談しましょう 

 
 
☆観音寺市ホームページ「くらしの情報」 
https://www.city.kanonji.kagawa.jp/ 

   ☆三豊市ホームページ 「暮らしの情報」 
    http://www.city.mitoyo.lg.jp 
   ☆三豊市子ども会ホームページ 
    http://sikoren-mitoyo.jp 

情報窓口 

◆春休みお出かけ情報◆ 
   

○2018チャリティー全国うちわピンポン国際大会10周年記念 
4/1(日) 10時00分～15時00分【応募締切 3/22(木)】 
(丸亀市民体育館)問合せ Tel 09010037979  
○貼って遊ぼう ぺたぺた！じぶんのかたち 
3/24(土)～3/25(日) 10時00分～11時30分 予約不要 
（丸亀市猪熊弦一郎現代美術館）問合せ Tel0877-24-7755  

○愛媛県総合科学博物館 春の特別イベント
3/24(土)～3/25(日) 
 
 ★「恐竜たちと記念写真を撮ろう！」 
 10:00～12:00/14:00～16:00 
 ★「恐竜段ボールクラフトを作ろう！」 
 13:30～16:00 
 Tel 0897-40-4100 
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