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さあ新学期、E体諄0気分がめIt参せたが、勉強に運動にかたばっていき春しょう r

3月は十五夜がありますね。 1日暦の 8月 15日の月を

「中秋の名月」や「十五夜」と呼び、旧暦の9月 13日の月を「十三夜」と言います。

今年のIEH月 27日 十ヨ費勝冒0月25日です。十五夜と十三夜のとちらか一方しか観な

いことを片見用といい、縁起が悪いこととされています。これは日本独自の風習だそうです。

十五夜にはお月見団子をお供えしますが、秋の収穫に感謝するお祭りでもあるので、この時期収

穫される里芋などの芋類もお供えします。なので「芋名月Jとも呼ばれるそうです。同じように十

=夜には栗や枝豆をお供えするので「栗名月J「豆名月Jと呼ばれるそうです. 地域によつては

十五夜には15個のおだんごを、十三夜には13個のおだんごを積み上げることが決まっていると
,

ころもあるようです。また、おだんごと共にお供えするすすきは、魔

よけになると言われ、すぐに捨てずに庭やベランダに差すこともある

ようです。

空気の澄み渡るこの時期には月も美し<見えます。親子でのんびり

お月見を楽しんでみませんか ?
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う～さぎ

じゅうごや

うさぎ なにみて はねる♪

おつきさま みて

は～ねる♪～ ）̈



吹奏楽団 WESTロ ビーコンサー ト

曰 時 :9月 26日 (■ )9:45～ 11:00

場 所 :山本町生涯学習センターロビー (山本ふれあい公国内)

主催者 i山 本町公民館

申込み :当 日受付

定員なし 参加料無料

問合わせ :山本町生涯学習センター

]Ft 63-1041

FAX:63-1043
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おはなしのへや お月見八イキング

教室事業

(山本町公民館 )

「まかろ
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◎リサイクル図_t募集◎

みなさんのお宅に読み終えて、不用になつた本がありましたら図書館にお持ちくぜさい。

仁尾町図書館の蔵書として活用またはリサイクル図書として古本リサイクル市 来場者

に無料でお持ち帰りいただきます。

募集期間 :9月 30日 (水 )ま で※休館日は除く※

受付場所 :仁尾町図書館

お 願 tヽ :①雑誌、著しく古い百科辞典類、漫画、成人向け図書、破損した図書などは受入をお

ます。(リ サイクル市ではかの方に引き取つていただけるものをご提供ください。)

②ご持参いただいた時、職員が内容を確認させていただき、確認の結果図書によつては受入

をお断りさせていただく場合がありますのでご了承ください。

③お持ちいただいた図書の取 り扱いにつきましては、仁尾町図書館に一任させて

いただきます。

☆約 8Km☆

申込み先:観音寺市教育委員会市民スボーツ課 (新庁舎 2階)

TEL:23-3941 FAX:23-3954

申込み締切 :9月 18日 (金 )

曰 時

場 所

主催者

対象者

連絡先

ん」による絵本の読み聞かせ

9月 9日 (水 )15:30～ 1600

財回町公民館 図書室

ボランテイア団体 まかるん

小学校低学年

財日町公民館図書館

TEL:6フ ー 0108

9月 26日 (■)小雨決行

不動の滝 (豊中町)

18:00市 役所前

18:30出 発

200円 (保険料等を含む)

懐中電灯、ハイキングのできる月風装、運動靴

市役所前 (18:301→ 不動の滝→市役所前 (2■ 00)

日 時

場 所

受 付

参加費

持参物

行 程

参加者全員に参加賞(おだんごと飲み物)あ り

不動の滝にてお楽しみ抽選会があります。

毎年恒例の社会人で構成する「吹奏

楽団WESTロ ビーコンサー ト」 !:

演奏の鑑賞 楽器の説明 ワンポイ

ントレッスンなど、幅広く楽しんで

いただけます。



第螂回萩よつけ 了 畢 館
O萩原寺会場C 9月 20日 (日 )・ 9月 23日 (水 秋分の日)1000～ 16Ю0

ご詠歌の奉納 91120日 (日 )10:00～
琴の演奏会  9月 23日 (火)1l Юo～ 、13110～

野点茶会の開催、萩原寺宝物館の秘宝展、

萩だんごの販売、骨董市

○萩の丘公園特設ステージイベント◎ 9月 23日 (水 )

☆プログラム☆

10Ю O～ オープニングパレー ド

1008～  開会宣言

10:10～  あいさつ及び来賓紹介

1025～ 大野原小学校マーチングバンド演奏

1035～ 大野原幼稚国年長児による踊り

1050～  くまもんの熊本 PRコーナー

H:20～ 祝 30回記念人文字 ドローンで空撮

1160～ 大野原子 ども需王太鼓演奏

1200～ 大野原音頭

12:15～  大野原はらおどり

1235～  スーパーカー紹介コーナー

13Ю O～ 善通寺龍神太鼓演奏

1330～  フラダンス

1345～ ザ・大野原 ご当地自慢、名物紹介

1445～  ちようさの差し上げ

15115～  くまもんの熊本 PRコ ーナー

1535～  大野原桑王太鼓演奏 ちようさの差し上げとのコラボ

16oo～  福投げ&フィナーレ ※予定は変更になる場合があります※
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萩原寺会場では、約 2千株

の萩の花を愛でながら、茶席

や琴の演奏、骨菫市を楽しめ

ます。

萩の丘公園会場では、郷土芸

能の披露やスーパ=カーと

ちょうさの展示、くまもんの

観光PRコーナーなど多彩な

イベントのほか、青空市が開

催されます。

①お茶摘み体験

②お茶の製造工程の見学

③おいしいお茶を味わう体験

④おいしいお茶クイズ

⑤お茶チヤレラン遊びゲーム

10月 3日 (■ )1000～ 1200

高瀬茶業組合 (高瀬町ニノ官)

TOSSお り～ぶ

筆記用具

20名

100円 (資料代 当日集金 )

日 時

場 所

主催者

準備物

定 員

参加料

ヽ |

申込み先 :齋藤徳三 ‥ Jp Jp

申込み内容 :①お子様の名前 (学年)②引率保護者の名前

③連絡先電話番号 (出 来れば携帯)④学校名

⑤参加する教室名 (左記から選んでください)

問合せ先 :齋藤徳
= 090-47841279(休

日か平日の 17i00以降)

萩まつり実行委員会事務局

TEL:23-3933



日 (曜 ) 名 称 対 象 時 間 場所・連絡先

5 (土 )

おはなしの会「自ゆリクラブ」 幼lF.,小学銚 護者 14:00～
詫間 I悩吾館 輝 会議壼  83荀828

大型絵木「おかしなかくれんぼ」
読み聞かせ、紙芝風 工作

おはなし会 幼児～小学低学年 13:30～ 14:10 観音寺市立中央図書館 238960

工作教室 幼児～小学低学年 13 :30-14: 30 豊浜図書館 5かつ

“
牛乱パックで絵合わせパズルをつくろう !

うたお― !つ くろ―
I

やつてみよ― !

幼児～大人 10:30～ 11 :30
高瀬町図書館 2階児童室 725631
「ぶたの宇宙飛行士を飛ばそう」
持ち物 はさみ、油性ぺん

12(土 )

昔ばなしのおはなし会 幼児～大人 10 :30～ 11 :00 高瀬町図書館 2階児童室 725631

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

おはなしの会
「えはんのくにチャオ」

幼児,小学生保護者 10 :00～
詫間町図書館 2階会議室 83-68郎

読み間かま 紙芝居、工作

おはなし会 幼児～ 13 : 30～ 豊中町芙蓉文化の里館音楽室 62-6430

おはなし会 幼児,小低,保護者 10:00～ 仁尾町図書館 56→ 565

おはなし会 幼児～小学低学年 10:30～ 11 :30 大野原図書館 54-5715

13(日 ) えいこのおはなしの会 ●児,小学生,保護者 11 :00～
詫間町図書館 2階会議室 83-6828
英語のおはなし、うた

15(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

"■
960

英語のおはなし、うた

19(土 )

親子フラフーアレンジメント教室 小学生と保護者 10 :00～ 11 :00
豊浜支所分館第 8会議室 参腋 1000円
申込綺め切り9月 16日豊浜中央公民館 5,1カ :

出前おはなし会「げんきのき」 幼児～大入 10:30～ 11:00 高瀬町図書館 2階児童室 72-5631

図書交換会 一般 10:00～ 14:00 詫間町図書館 閲覧室 836828

かみしばいの会「おとひめズ」 幼児,小学生保護者 14 : 00-

詫間町図■lE 2階会議室 83■8器

績芝居「 うらしまたろうをおいかかけろ」
「おおきいなことちさいねこ」

大型絵本「ばつくんおおかみときょうりゅ
うたちJ、 工作

26 (土 )

おはなしの会「図書館友の会」 鮨卿 ■ 生簾 者 10 :00～
詫間町図書館 2階会議室 886828

紙芝居、絵本読み関かせ、TfF

季節のおはなし会 幼児～大入 10:30～ 11 :00 高瀬町図書館 2階児童室 725631

おはなし会 幼児～小学低学年 10:30～ 11 :10 観音寺市立中央図書館 233960

おはなし会 幼児～小学低学年 10:30～ 11 :00 豊浜図書館  521206
おはなし会「え

据有貫套
し

どなたでも 18:00～
山本町生涯学習センター和室 631041
絵本の読み語り、影絵と歌、フルー ト演
蒸 わらべうた遊び、琴の演奏 など

醜 姿o畠 ぎ蝿 戯心 畠ざ9号定例行事コーナ響斃魯0畠 ぎ蝿 戯0島 ぎ

く編集・発行>

=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中央公民館内)

〒7688601辞
班F幅蠅綱翼]公

層警

行事に参加した感想や「arni あみ 。通信」に対
するご意見c~88をお寄せ下さしヽ また、掲載した
らいいなという情報もぜひ提供してください。
電話・FAX・ E-7nalを利用するか ポランティアメ
ンバーま ce接お知らせ下さい。

瓶 鍼鍼 魃漱


