
◆ あーした天気になーれ ◆ 

◆香川県にはため池が １４０００個もあります◆ 

第１７２号 ２０１５年 ６・７月合併号 

梅雨（つゆ）になると雨ばかりふって 
晴れたらいいのにな、って思いますよね。 
 
でも、農作物をはじめとして 
すべての生き物に水は必要で、雨が降らないと 
とても困ってしまいます。 

めいろ 

香川県は、雨の降る量が少ないうえに、吉野川などの大
きな川の水はほかの県に流れ込んでしまいます。 
 
それに香川県の平野は長さが短くて傾斜も急なので 
せっかく雨が降ってもすぐに海に流れてしまうため 
香川県は水不足になりやすいのです。 

そこで 昔からたくさんのため池を作って 
降った雨をそこにため、必要な時にその水を使うよう 
にしてきました。 
 
皆さんの家や学校のまわりにもため池がありますか？ 
とても大切で便利なものですが 
落ちるとたいへんに危険なので、 
近くでは遊ばないようにしましょうね。 
 
※農業用（のうぎょうよう）の ため池 としては日本一の 
「満濃池（まんのういけ）」 では６月の中ごろに 
池の栓である「ユル」を抜く「ユル抜き」という行事があり 
池の水がいっせいに田んぼなどにながれ込みます。 

◆クイズ 親子（おやこ）は どれ と どれかな ◆ 
    
  親子をせんでむすびましょう。 
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場

対

参加費

準備物

申込先

陶芸教室

6月 6日 (■)9:00～ 12:00

山本町生涯学習セレター クラフトエ房

三豊市内外の小学生

定員 20名

300円
エプロン、タオル

山本町生涯学習センター内    `
63-1041  *5/30(土 )締切

コップを作ります

わたに 宇宙晨

日 時 :6月 3日 OЮ ～ 6月 7日 (日 )

9:00～ 20:30(入 場は 20時まで)

(*6/3:ま 13 : OO開竜D

場 所 :サンメッセ香川 高松市林町 2217-1

入場料 :無料

■月の石がやつてくる :

人類が初めて月に降り立ったアボロ計画、

この際に持ち帰つた月の石を展示しています

*迫力の大画面シアター

3面スクリーンの大迫力のシアターで、

広大な宇宙を体感じよう

す月と地球 *太陽系と地球 =神秘的な宇宙

驚きと不思議と感動に満ちあふれた宇宙の

世界をお楽しみください

「あきヽ た」上映会

6月 27日 (土)13:00～ 16:10

仁尾町文4ヒ会館 多目的ホール

幼児 ～ 一般

言論番轟
5::_9565 

饗
ネあまちゃん総集編キ          =
前編「おら、この海が好きだ !」 13:00～
後編「おらたち、熱し、よね :」  14:40～

ifんこのこ お勝なしヨンサート

6月 28日 (日)13:30～
三豊市高瀬町農村環境改善センター

幼児 ～ 一般

無料 申し込み不要

高瀬町図書館 72-5631

日 時

場 所

対象者

参加費

連絡先

4:00～ 14:

多目的ホール

′

勝がき郵便教室

6月 27日 (■)10:00～ 12:00
観音寺郵使局

小学生 先着20名 (保護者同伴)

300円 鰺 加資料代、当日集ω

筆記用具、絵の具

①暑中見舞い体験教室

②郵便局大探検

(自動選別機が見られるよ :)

下記の携帯メールに

sal12to3tolku2zo30docono ne jp

1名前停 年)

2弓 I率保護者の名前

3連絡先 (携帯番〕

4学校名

5はがき郵便教室参加希望

以上を明IEの上、お申し込みください

齋藤徳三 〇904784-1279(平 日は 17時以降)

定員になり次第締め切ります

lfAきのき ミ
=コ

ンサ"ト
日 時

場 所

対象者

参加費

連絡先

緯本の読み聞かせや手話ソング、

パネルシアター など

7月 4日 (土)1

仁尾町文化会館

幼児 ～ 一般

無料 申し込み不要     ・
:

仁尾町図書館 56-9565

30

f奪



載
批N懸

「w繁槻識J拗魏′
今回は校舎まあたらしい観音寺小学校「観音寺仲良し教室J(小 1～小 3生 男女 30人 )で、4人の先生にも

手伝つてもらい、こどもたちの本音をききました。    ―

質問 お父さんやお母さんにいま、なにをしてほLいですか。なにをしてほしくないですか。

答え ●してはしいこと ①やさしくしてほしい ②いつぱい遊んではしい ③ゲームや本をかつてはしい

●してはしくないこと①おこらないではしい ②ふうふげんかをやめてほしい

③ピーマンやにんじんをいれないではしい

こどもたちが一番望んでいるのは、ここでも「もっとやさしくしてはしい」ことでした。わたtlよ何回かのこどもたちへの

インタビュを通して、こどもたち力泌 死で親に「優しさ」を求めていることを知りました。それは、ただ厳しくしないでとか、

叱らないで、というレベルでまなく、こどもの中には何かもっと根深い親への欲求があるのでまないか、と感じました。

ある先生は、「だっこしてはじ と`か、手をつない Clましい」とか、そういう文字通りのスキンシップ「体のら、れあいJを、

こどもは求めているのではないか、といっていました。

次に、わたしが興味をもつたのは「ふうら、げんかをやめてほ

“

」ヽと答えたこどもが30人中6人もいたことでした。

確力ヽこ、親にとってはたまのrふぅふげんか」でしようが、こどもにとっては、一番大事なお父さん、お母さんの二人が家

の中てヽ 言い争いをするとか、口をきかないわけですから、こどもは自分はどうなるのだろう、どうしたらいいのだろうと

大きな不安の中になげこまれるのでしよう。《こどもの前で喧嘩することは、子どもにとって非常に大きな精神的な不安

を与え、幼い心を萎縮させ,こどもの心に大きな傷を残すことになります》(臨床心理士 井上淳子さん)。 幼いこどもは、

*きちがいきがし*ちがうところが6つあるよ:

小さな胸を痛めながら、平和でこころ安らぐ家庭を強く望んでいるようです。 (文責 :松尾伸)

夏休諄のポスター教室

&チャレラン体験教室

7月 19日 (日)13:00～ 16:00
豊中町農村環境改善センター (ゆ め,ウン裏)

三豊市民交流センター

小学生 先着40名程度 (保護者向働

300円 惨 加資料代、当日集金)

筆記用具(ネームベンも)、 絵の具

①夏休みのポスター指導

②チャレラン遊び体験

③保護者の学び教室

下記の携帯メールに

sal12to3tolk■ 2zo3ωocα■o ne」 p

l名前 (学年)

2弓 1率保護者の名前

3連絡先 (携帯番号)

4学校名

5夏休みホスター教室紆ャレラン体験教室参lln希望

以上を明記の上、お申し込みください

斎藤徳三〇90■78■1279(平 日は 17時以降)

定員になり次第締め切ります

時

所

日

場

対象者

参加費

準備物

内 容

申込み

連絡先

問合先

締切り



日（曜） 名   　称 対　　象 時   間 場　所 ・ 連　絡　先

6月 おはなし会 幼～小低 13：30～14：10 観音寺市立中央図書館　　23-3960

工作教室 幼～小低 13：30～14：30 豊浜図書館　52-1206「プラバンでキーホルダーをつくろう！」

昔ばなしのおはなし会 幼～大人 10：30～11：00 高瀬町図書館２Ｆ　児童室　 72-5631　　　　　　　（いろいろな国の昔話）

たのしいおはなしのへや 幼・小 14：00～14：30 三野町図書館 73-3121

おはなし会 幼小低,保護者 10：00～ 仁尾町図書館　56-9565　　（図書館ボランティアによるお話し会）

16(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

17(水） おはなしのへや『まかろん』 幼～小低 15：30～16：00 財田町公民館図書室　67-0108　絵本の読み聞かせ

出前おはなし会『げんきのき』 幼～大人 10：30～11：00 高瀬町図書館２Ｆ　児童室　 72-5631　　　　　　　（楽しいおはなし会）

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

おはなし会 幼～小低 10：30～11：00 豊浜図書館　52-1206

おはなし会『おはなしの会・たかせ』 幼～大人 10：30～11：00 高瀬町図書館２Ｆ　児童室　 72-5631　　　　　　　（季節のお話）

28(日） 工作教室 どなたでも 14：00～15：00 観音寺市立中央図書館23-3960「新聞エコバックを作ろう」

７月 おはなし会 幼～小低 13：30～14：10 観音寺市立中央図書館　　23-3960

工作教室 幼～小低 13：30～14：30 豊浜図書館　52-1206「折り紙でお花のくす玉をつくろう！」

8(水） おはなしのへや『まかろん』 幼～小低 15：30～16：00 財田町公民館図書室　67-0108　絵本の読み聞かせ

おはなし会 幼～小低 10：30～11：30 大野原勤労青少年ホーム音楽室　　　　連絡先：大野原図書館 54-5715

昔ばなしのおはなし会 幼～大人 10：30～11：00 高瀬町図書館２Ｆ　児童室　 72-5631　　　　　　　（いろいろな国の昔話）

たのしいおはなしのへや 幼～小 14：00～14：30 三野町図書館 73-3121

おはなし会 幼小低・保護者 10：00～ 仁尾町図書館　56-9565　　　　（図書館ボランティアによるおはなし会）

14(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

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

おはなし会 幼～小低 10：30～11：00 豊浜図書館　52-1206

26(日） ビブリオバトル(小説編） どなたでも 14：00～15：30 観音寺市立中央図書館　　23-3960

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 よくみてさがしてね。ちがいは10こあるよ♪

※『三豊観音寺地域子どもセンター』 の事務局は, 4月

から観音寺市教育委員会文化振興課に変わりました。

4(土）

１１(土）

うたおー！つくろうー！やってみよー！
（おはなしと工作の会）

幼～大人

仁尾町図書館上映会
『あまちゃん　総集編』

幼児～一般

13：30～

10：00～

親子フラワーアレンジメント教室
　　　　　　　　　　　　　　　　小・保護者 10：00～11：00

13(土）

おはなし会 幼～小 10：30～11：30
大野原勤労青少年ホーム　音楽室
連絡先：大野原図書館 54-5715

おはなし会『夢ふうせん』 幼～

　　　　6月・7月定例行事コーナー

うたおー！つくろうー！やってみよー！
（おはなしと工作の会）

幼～大人 10：30～11：30
高瀬町図書館2Ｆ児童室72-5631
「魚つりをしてあそぼう」　※はさみ・のり持参

6(土）

                            ※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。

27(土）
おはなし会『えほんのへや』 どなたでも

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

10：30～11：30
高瀬町図書館2Ｆ児童室72-5631「びっくりおもちゃを作ろう」
※はさみ・油性ペン持参

幼～ 13：30～
豊中町芙蓉文化の里館　音楽室 　　  連絡先：豊中町図書館　62－6430
(ストーリーテリング・読み聞かせ等）

13：00～16：10

仁尾町文化会館(多目的ホール）　定員：250名　　無料
連絡先：仁尾町図書館　56-9565
総集編前編「オラ、この海が好きだ！」13：00～14：10
総集編後編「おらたち、熱いよね！」　 14：40～16：10

20(土）

豊浜支所分館第８会議室（参加費1,000円）
6/17(水）締切 申込豊浜中央公民館 52-1203

豊中町芙蓉文化の里館　音楽室 　　  連絡先：豊中町図書館　62－6430
(ストーリーテリング・読み聞かせ等）

親子フラワーアレンジメント教室
　　　　　　　　　　　　　　　　小・保護者 10：00～11：00
豊浜支所分館第８会議室（参加費1,000円）
7/8(水）締切 申込豊浜中央公民館 52-1203

 　　 ♥まちがいさがし♥　～ちがいをみつけましょう！～

おはなし会『夢ふうせん』

25(土）

   
            
          

＜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@niji.or.jp    
Tel/Fax（0875）57-5620 (子どもセンター）  

    Tel   (0875) 23-3943 (文化振興課） 


