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第 175号 20'5年 10月号
☆ ネ0無月 (かんなづき)★
OCTOBER(オクトーバー)

|○ 月31日はハローウィンで楽しみましょう

キリスト数の聖人の祝日「万聖節」の前夜祭をハローウィンといいます。古代ヨーロッパの

原住民ケルト族は、1年の終わりを10月 34日 とし、この日には死者の霊や魔女が出ると信

じて、仮面
‐fたき央で魔除けをしていました。それがキリスト教こ取り入れられ、今のように

なったといわれています。子どもたちが魔女やおばけの仮装をして家々をまわり、「お菓子を

くれなきゃしヽたずらするぞJといつてお菓子をもらいます。今年は誰のお家にくるかな ?

みんなで作ろう・ホットケーキミックスでハローウィンか|まちゃケーキ

材料 (炊飯器―升炊き)

ホットケーキミックス 1508
卵 2個  マーガリン100g
グラニュー糖 大さじ3
シすモン 大さじ 1

粉砂糖 適量

かぽちゃ (緑の部分と種を取り除き)

300g
好みのステンシル (型紙 )

炊飯釜に塗るマーガリン  適量

(作 リカ)  1 かぼちゃは小さく切り、nll熱ポウルにいれ、ラッフをし、レンジで約8
分加熱してやわらかくする

1の中にマーガリンをいれ、ラップをし、さらに16加熱する

2の中にグラニュー糖、シすモン、IF、 ホットケーキミックスをいれ

よく混ぜ合わせる

炊飯器の釜にマーガリンを塗り、3を流し込み彗遅炊飯でスイッチON
4が出来上がったら、あら熱をとり、逆さにしてllに移す

好みのステンシルで飾り付けをします

完成です |



みんなで参力0してみましょう ¬ 読書の秋

三豊市図書館では「みとよ図書館フエスタ」として、10月 21日 (水)～ 28日 (水 )の期間中

各図書館で楽しい催し物を開催 ! どなたでも参力]できます。(一部抜粋)

`三
豊市にやつてきた絵本作家さんたち

10/21(水 )～ 28(水)        _ _

之職 万お鷲乗羊77多Z誰霞集ま思雰鞣撃讐脂示します

◇読書の木を育てよう
10/21(水 )～ 28(水 )

葉つぱの形のカードに、

おすすめの本を書いて

l

◇山本町図書館

L63-1041

臨 環1轟占ってもらえるよ!

○折り紙で作る音話の主人公と仲間たち !

10/21(水 )～ 23(金 )

期間内先着20組

☆かくれている妖怪をさがせ !

10/21(水 )～ 28(水)9:30～ 1700      ｀

対象:0歳から小学生 (先着60名 、おひとリー回まで)

◇図書館deチャレンジ‖

辮 」全と算勢男λ鶏じ島誅!

ゲーム(クイズ)に挑戦 1

☆三野町図書館

IB 73-3121

☆三野町図書館

L73-3121

◇くすのき しげのり先生の絵本展示
lo/9(金 )～ 29(木 )

☆夜の図書館 (閲覧のみ)

10/24(■ )18:00～ 20:00

裏諮ま士気留富f眼 せん

講演会     ‐

一人ひとりが、みんなたいせつ
～作者が語る絵本の世界～

10/25(日 )13130～ 16:00

0豊中町図書館

To 62-6430

覇妻環酷 表異「

舎前

申込は、山本町図書館へ IB 63-1041
締切 10/17(土 )まで

¬ スポーツの秋
υマンモグラフイ検診に関Ⅲを▽

10月 25日 (日 )は香川県総合運動公園を周回しファミリースタンプラリーウオークが行われます。
――   ‐      ―   工   ヽヽ ‐  エ ー ー 抒 3●●工  P■ 拍LE‐ 7

ご家族縦
=員を縦課しぎ頑卜1■簡臨

をまお申し冶み■収F華菅留t店早電蘇昂砿為i訊 0そ蜃
'…

Ⅲ[え三835-1180繹日9:30～ 17:30)

【同時開催】11:00～ 14:00ピンクリボンフエス は申込不要

ワークショップ(和三盆型抜き体験、似顔絵、足形測定)や     つ

バザニ
(うどん、焼そば、おにぎり)が出店 !

寵靱 配護罵 i、度幌

0高瀬町図書館

2F児童室

L72-5031

O財田町公民館

図書室

●67-0108 後

0豊中町図書館

Tllt62-6430
場

食欲の秋



もとNHKデイレクター松尾伸の直撃インタビユー 第4回

おとうさん、おかあさんが `かっこよく見えるとき`

3回は三豊市桑出の「桑出放課後児童フラブ」(」 ■～小6・ 35人 )に聞きました。

質問は「お父さんやお母さんがカッコよくみえるのはどんなときですか ?」 答えはつぎの通りでした。

父 仕事でトラクターやユンボを自在にうごかしている時、洗い物や料理をしている3寺、スポーツがうまいとき.

3 -生懸命料理をつくっている時.(女の子はほとんどの子がこれをあげていました)

親が1可 かに一生懸命に取り組んでいる姿は、男女をF‐5わずこども心にとても「かっといいJとみえるようです。
特に男の子は自分ができないことを軽々とやりとげる父親に、一種の敬意や憧れを感じるようですし、女の子も、
毎日のll理を作りあげる母親の姿をカッコいいと思って見つめてしヽることがわかります。

子どもにとってま自分が出来ないことをやり遂「
Iる親の姿はとてもカッコいいのです。

これにつし|て、私は別の角度・ 」ら者えて見たいのですが、子どもがその能力を発達させる重要な動機のひとつ
は「憧れや好奇心」です。決して「叱りつけることや強制」ではありません。そして、子どもが「かっこいい」と思うと
ぃうこと、それま子ども自身がそのことに強い興味、関心、を持つているということです。

教育に携わるうくの人は、「親がお手伝いさせる家庭の子どもは頭がよくなるJとよくいいます。ここでいう「頭
がよくなるJとし,うのは、必ずしも算数の成績がよくなる、とか漢字をしつかり覚えるということではありません.

家のお手伝し1をすることの中で、子どもは非常に柔軟な能力を身につけるようになる、という意味です。料理、婦
除、ベットの世話、子どもが関心をもつ家庭内の仕事、なんでもいいのです。そうした仕事は手順、段取り、時間配
分、他の家族と,■月等々、勉強とは違う能力を要求します。そしてこうしたお勉強以外の刺激が、子どもを大きく
成長させる、つまりま頭をよくすることになるというわけです。

子どもの人嗜彩
=0竜

ヨカの開発の手段は、実は家庭の中にもいろいろとあるのです.

桑Ш児童クラブてま =四回季節ごとに、「キッズカフェ」という企画を行つているそうです。不動の滝にあるコミ
ユニテイセン

'一
て こともたち自身に喫茶店を運営させ、親や近所のひとを招いているそうです.

家のお手伝い●こうンt挙校外のさまざまな体験がこどもを成長させる大きな刺激のひとつになるのではない
か、と私は思います.

♪―♯―♭―♪―多-1-「 ―イー,― ♪―♯―♭―♪―♯―♭―♪-4F― ♭―♪―♯―う―♪―♯―♭―♪―♯―♭―♪―♯―♭―♪―♯―♭

☆観音寺市合併10周 年記念事業
①  NHKラジア垂種

‐
真打ち競演」公開収録が 10月 3日 (土 )午後68寺半より 大野原会館にて行われます.

公開収録,観覧者募集はすでに終了しております.

毎週土曜 午前10時05分～午前100寺 55分 (最終週除く)

放送日 【1本日】平成27年 11月 21日 (■ )【 2本目】平成27年 12月 5日 (■ )

真打ちにふさわしぃ実力者の競演に乞うご期待 |

主催:NHK高松放送局、観音寺市

②「ナイナイのお見合い大作戦!観音寺の花嫁」歓迎イベント参加者大募集 !!

10月 24日 ‖時 観音寺市役所本庁寒合  ,
間含せ:観き寺市政策部企画課823-3917

♪―|― ♭―♪-41-♭ ―♪―十二♭‐♪―♯・ ♭―♪―♯―♭―♪―♯―♭‐♪―♯―♭―♪―♯‐♭―♪-41‐ ♭二♪-41-♭ ―♪‐
41-♭

「みかん狩り体験学習J

10月 31日 (土) 8:30～ 11:20

小学生t二豊や内よ)

山本町神田岩瀬のみかん畑  (雨天中止もあります)

20名  参加費 :5 0 0Fl 澤備物 ;お茶・帽子・雨具・筆記用具

8:30 山本町生涯学習センタ
=集

合後、バスで移動、講師から

みかん栽培について学習、みかん狩 り体験します

問合せ先 :山本町公民館TEL63-1041
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10月 定例行事コーナー
鉄 *日 時等変更する場合もあります。ご確認の上ご参力0ください

名 称 対 象 時 間 場 所 連 絡 先

3(■ )

うたお― |つくろう!やつてみよ― !

ぼこぽこたいこを作ろう
幼児～大人 10130～ 11,30

高瀬町図書館2F児童室 ,25031

持ち物 はさみ のリ フェルトベン

工作教室 紙ずもうをつくつてあそばう | 幼児～小学低学年 13130～ 14:30 豊浜図書館 521200

おはなし会 幼児～小学低学年 13130～ 14:10 観音寺市立中央図書館 2"3960

おはなしの会 (白 ゆリクラブ) 幼児 Jヽ学生 保護者 14100～ 詫間町図書館2F会議室 836828

10(土 ) たのしいおはなしのへや 幼児～小学生 14100～ 14:30 三野町図書館 733121

17(土 )

図書交換会 (持参分5冊まで) 一般 10100～ 14:OO 詫間町図書館閲覧室 336328

親子フラワーアレンジメント教室 小学生と保護者 10i00～ 11:00 豊浜支所分館第8会議室 参加費1,000円

申込 :豊浜中央公民館 52120310/14〆 切

出前おはなし会 (げんきのき) 幼児～大人 10:30～ 11:OO 高瀬町図書館2F児童室 725031

かみしばいの会(おとひめズ) 幼児 4ヽ学生 保護者 14:00～ 詫間町図書館2F会議室 836828

20(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 233960

22(木 ) おはなしのへや(ま かろん) 幼児～小学低学年 14120～ 15:00 財田町公民館図書室 670108

24(土 )

古本リサイクル市 一般 10:00～ 12100
仁尾町文化会館多目的ホール

(間 )仁尾町図書館 669665

親子ふれあい音楽遊び
ミュージックレンジヤーと遊ぼう

幼児 4ヽ学生 保護者 10100～ 11〔 00
詫間町福祉センター2Fホール

電話/窓 口で申込要
詫聞町図書館 80-0828 10/21〆 切

おはなじ会
'え

ほんのへやJ どなたでも 10100～ 山本町生涯学習センター和室 03-1041

おはなし会 図書館まつり 幼児～小学低学年 10100～ 11:30 大野原図書館 545715

おはなし会 幼児～小学低学年 10100～ 11:00 豊浜図書館 521206

おはなじ会 幼児～小学低学年 10130～ 11:10 観音寺市立中央図書館 233960

おはなし会(おはなしの会たかせ) 幼児～大人 10:30～ 11:OO 高瀬町図書館2F児童室 725031

「かげえJの おはなし会
(豊 中町公民館かげえクラブ)

幼児～一般 14:00～ 14:30
仁尾町文化会館生涯学習室①
(問 )仁尾町図書館 569565

31(土 ) おはなしの会(おはなしびつくり箱) 幼児 月ヽ学生 保護者 10:00～ 詫間町図書館2F会議室 886828
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0朝 日と夕日 重たいのはどつちでしょうか?

②お湯をわかすのにべんりな時間はいつ?

3とつてはいけなしヽ公園の花をとつたらしいよ
どうやってとったのかな?

●昔ばなしのおはなし会(高瀬町図書館)はお休みです。

● 詫FE5町 図書館は資料特別整理期間の為、6日 (火 )～ 15日 (木 )よ休館です.

10日 (■ )、 11日 (日 )24日 (■ )のおはなし会はお休みです。

く編集 発行>三豊観音寺地域子どもセンター

(観音寺市教育委員会文化振興課 )

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―mal  sankankodomo― c cOn」 or」 p
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