
  ★大坊市 
日時；１１月２２日（火）～２５（金） 

場所：本門寺（三豊市三野町下高瀬） 

問合；三野町イベント推進協議会  

    大坊市実行委員会 ℡ 73-6228 

内容；スタンプラリー・囲碁大会（23日） 

   讃岐源之丞保存会の人形浄瑠璃の公演 

   三野町名産品フェア他 

           ◎江戸時代から続く市。 

  ★法泉寺 第19回もみじ祭り 
日時；１１月２０日（日）9：00～15：30 

場所；法泉寺（観音寺市大野原町田野々） 

   ℡ 54-4178 

主催；もみじ祭り実行委員会 

内容；琴の演奏会、お茶席、もみじ祭りまんじゅう、 

   地元農産物の即売、バザー（お寿司、・うどん）等 

◎境内には、樹齢100～200年近くのもみじ約20本が色づく。

山間部にあり温度差が大きいので、紅葉が美しい！県の保存

木「ボダイジュ」や観音寺市指定文化財（天然記念物）「ラ

カンマキ」も有名。里山の風情が楽しめるよ。 

イベントがたくさん！心に残る思い出作りしてみませんか 

  ★朝日山森林公園秋まつり 
日時；１１月３日（木・祝）9：00～ 

場所；朝日山森林公園(三豊市高瀬町) 

問合；三豊市観光協会 ℡ 56-5880 

内容；芝スキー、スタンプラリー、 

   ミニミニ縁日、テント村他 

◎食べて遊んで高瀬の秋を満喫しよう！ 

 カエデとモミジの違いは 
 実はどちらもカエデ科カエデ属で植物の

分類上は同じですが、普通は、葉の見た目

で使い分けています。 葉の切れ込みが深い

カエデを「○○○モミジ」、葉の切れ込み

が浅いカエデを「○○○カエデ」と呼んで

います。 例えば「イロハモミジ」「ハウチ

ワカエデ」です。モミジ（紅葉）とカエデ

（楓 - 森林・林業学習館より 

   ★みとよ獅子舞フェスティバル ２０１６ 
日時；１１月６日（日） 入場無料 

会場：マリンウェーブ マーガレットホール 

問合せ；三豊市観光協会 ℡ 56-5880 

内容；三豊市内外の獅子舞の演舞、和太鼓の演奏。 

◎勇壮な獅子の舞いと勇ましい太鼓の音を楽しもう！ 

  ♪げんきのき・クリスマスコンサート 
日時；１２月１８日（日） 13：30 開演        

場所；高瀬町農村環境改善センター２F 会議室Ｃ 

連絡先；高瀬町図書館  72-5631 

 

    ♪えほんのへや クリスマス会 
日時；１２月２３日（金）10：00～       

場所；山本町生涯学習センター 研修室 

連絡先；山本町図書館  63-1041 

内容；絵本の読み語り・紙芝居・パネルシアター 

   歌・フルートの演奏 

 ◎サンタさんがプレゼントをもってやってくる！ 



「地域を元気に。人を元気に」 親子で友達同士で、観音寺の魅力を体験しよう！ 
 

                    
 

    
  ★自分で造る魅せたくなるガラスアクセサリー 
日時；１１月 ５日(土) 午前の部10:00～12:00(9：45集合)・午後の部14:00～16:00(13：45集合)  

   １１月１２日(土)  午前の部10:00～12:00(9：45集合)・午後の部14:00～16:00(13：45集合）  

集合場所；創作工房 どい（観音寺市古川町146-7 ） 

料金；3000円  定員；各６名  

準備物；動きやすい服装 

◎砂を使って削るサンドブラスト彫刻 

 

  ★美文字女子会 
日時；１１月１４日(月) 13:00～15:00(12：45集合） 

集合場所；道の駅とよはま おーしゃん食堂  

     (観音寺市豊浜町) 

料金；2000円  定員；20 名  

準備物；なし ※道の駅特製スイーツ付 

◎美しい文字と可愛いイラストで新年のご挨拶 

 

  ★畳屋さんと作ろう い草シフォンケーキ 
日時；１１月１６日(水) 13:00 ～15:30(12：45集合） 

集合場所； 高室公民館(観音寺市高屋町) 

料金；2000円 定員；6 名  

準備物；ハンドミキサー、エプロン、手ふきタオル 

◎食用い草で、ウエストマイナス何センチ？ 

   
   ★はじめてのチャレンジ・ストライダーに乗ろう！ 
日時；１２月４日(日)  9:00 ～ 11:30  

集合場所；三豊自動車学校(観音寺市柞田町乙1683）  

料金；2000円  定員；10 名  

準備物；飲み物・長そで・長ズボン ※雨天中止 

◎こどもたちへ、ワクワクするような体験を 

 

  ★親子で学ぼう、お金の話 
日時；１1月２６日(土) 10:00 ～ 12:00  

集合場所；観音寺信用金庫 

     (観音寺市観音寺町甲3377番地の3) 

料金；0円  定員；40 名  

準備物；なし ※ご参加対象者 小学生とその保護者  

[共催] 香川県金融広報委員会 

◎銭形の町でお金のことを考えよう 
 

 ※全部で３１のプログラムですが、その中から数点を紹介します。 

申込・問合せ；観音寺商工会議所青年部事務局 25-3073 完全予約制 

予約状況や 

詳細は確認 

してね！ 

   ★和太鼓を叩こう！   

日時；１１月１２日(土) 19:00 ～ 20:15  

集合場所 ；原田商店(観音寺市有明町4-40) 

料金；1000円  定員；10 名  

準備物；動きやすい服装、タオル 

◎音とリズムと響きを体験しよう！ 

 かんおんじ感動体験博覧会  

 ★誰でも気軽に出来る！ 
   お箸で食べるやさしいフレンチ！ 
日時；１１月２８日(月) 9:30～13:30  

集合場所； 豊浜福祉会館 2F 調理室  

      (観音寺市豊浜町) 

料金；3500円   定員；24 名  

準備物；エプロン 

◎いつもと違う食卓で感動を！！！ 
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実施日 名　　　　　　　　　　　　　　　　　　称 時　間 対象年齢 場所・連絡先

4（金） 英語をたのしもう！ 14：30～15：00 どなたでも 観音寺市中央図書館　　23-3960

おはなし会 13：30～14：10 幼児～低学年 観音寺市中央図書館　　23-3960

おはなしの会「白ゆりクラブ」 14：00～ 幼児・小学生・保護者 詫間町図書館２F会議室　　83-6828

うたおー！つくろう！ やってみよー！ 高瀬町図書館２F児童室　 72-5631
　【きらきらの絵を作ろう】 ※はさみ・油性ペン持参  ・おはなしと工作の会

工作教室 13：30～14：30 幼児～低学年 豊浜図書館　52-1206 ※参加費・申込不要

11（金） 英語をたのしもう！ 14：30～15：00 どなたでも 観音寺市中央図書館　　23-3960

おはなし会 10：00～ 幼児・低学年・保護者 仁尾町図書館　　56-9565

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

おはなしの会「えほんのくにチャオ」 10：00～ 幼児・小学生・保護者 詫間町図書館２F会議室 83-6828

おはなし会「夢ふうせん」 13：30～ 幼児・小学生・保護者 豊中町図書館 音楽室　62-6430

13（日） えいごのおはなしの会 11：00～ 幼児・小学生・保護者 詫間町図書館２F会議室 83-6828

15（火） 英語のおはなし会 11：00～11：30 どなたでも 観音寺市中央図書館　　23-3960

17（木） えほんの読み聞かせとおりがみ遊び 14：15～ 幼児 財田町公民館 図書室　67-0108

18（金） 英語をたのしもう！ 14：30～15：00 どなたでも 観音寺市中央図書館　　23-3960

かみしばいの会「おとひめズ」 14：00～ 幼児・小学生・保護者 詫間町図書館２F会議室 83-6828

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

図書交換会 （持ちこみ最大5冊まで交換） 10：00～14:00 一般 詫間町図書館閲覧室  83-6828 雑誌類・汚れ等の本は×

豊浜支所分館 第８会議室　参加費￥,1000
　申込：豊浜中央公民館  52-1203　※11/16〆切

25（金） 英語をたのしもう！ 14：30～15：00 どなたでも 観音寺市中央図書館　　23-3960

おはなし会 10：30～11：10 幼児～低学年 観音寺市中央図書館　　23-3960

おはなし会 10：30～11：00 幼児～低学年 豊浜図書館　　52-1206

おはなし会「おはなしの会 たかせ」 10：30～11：00 幼児～大人 高瀬町図書館２F児童室　 72-5631

おはなし会 10：00～ どなたでも 山本町生涯学習ｾﾝﾀｰ 和室　63-1041

おはなしの会「図書館友の会」 10：00～ 幼児・小学生・保護者 詫間町図書館２F会議室　83-6828

2（金） 英語をたのしもう！ 14：30～15：00 どなたでも 観音寺市中央図書館　　23-3960

おはなし会 13：30～14：10 幼児～低学年 観音寺市中央図書館　　23-3960

おはなしの会「白ゆりクラブ」 14：00～ 幼児・小学生・保護者 詫間町図書館２F会議室　　83-6828

うたおー！つくろう！ やってみよー！ 高瀬町図書館２F児童室　 72-5631

　【マリオネットを作ろう】 ※はさみ・フェルトペン持参  ・おはなしと工作の会

工作教室 13：30～14：30 幼児～低学年 豊浜図書館　52-1206 ※参加費・申込不要

9（金） 英語をたのしもう！ 14：30～15：00 どなたでも 観音寺市中央図書館 23-3960

おはなし会 10：00～ 幼児・低学年・保護者 仁尾町図書館　　56-9565

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

おはなしの会「えほんのくにチャオ」 10：00～ 幼児・小学生・保護者 詫間町図書館２F会議室 83-6828

おはなし会「夢ふうせん」 13：30～ 幼児・小学生・保護者 豊中町図書館 音楽室　62-6430

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

昔ばなしのおはなし会 10：30～11：00 幼児～大人 高瀬町図書館２F児童室 72-5631

11（日） えいごのおはなしの会 11：00～ 幼児・小学生・保護者 詫間町図書館２F会議室 83-6828

16（金） 英語をたのしもう！ 14：30～15：00 どなたでも 観音寺市中央図書館　　23-3960

かみしばいの会「おとひめズ」 14：00～ 幼児・小学生・保護者 詫間町図書館２F会議室 83-6828

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

図書交換会 （持ちこみ最大5冊まで交換） 10：00～14:00 一般 詫間町図書館閲覧室  83-6828 雑誌類・汚れ等の本は×

豊浜支所分館 第８会議室　参加費￥,1000
　申込：豊浜中央公民館  52-1203  ※12/14〆切

20（火） 英語のおはなし会 11：00～11：30 どなたでも 観音寺市中央図書館　　23-3960

21（水） えほんの読み聞かせとおりがみ遊び 14：15～ 幼児 財田町公民館 図書室　67-0108

23（金） 英語をたのしもう！ 14：30～15：00 どなたでも 観音寺市中央図書館　　23-3960

おはなし会 10：30～11：10 幼児～低学年 観音寺市中央図書館　　23-3960

おはなし会 10：30～11：00 幼児～低学年 豊浜図書館　　52-1206

おはなしの会「図書館友の会」 10：00～ 幼児・小学生・保護者 詫間町図書館２F会議室　83-6828

5（土）

12（土）

10：00～11：00

26（土）

【どんぐりコロコロ迷路をつくろう！】

10：30～11：30

小学生と保護者

幼児～大人

19（土）

親子フラワーアレンジメント教室

24（土）

17（土）

10（土）

3（土） 10：30～11：30

【クリスマスのガーランドをつくろう！】

幼児～大人

　　　　　　　♪♪クリスマスコンサート　　10：20～ハンドベルの演奏（四国学院）♪♪

小学生と保護者親子フラワーアレンジメント教室 10：00～11：00

 ※日時等変更する場合もありますので、ご確認のうえ参加ください。 

♪クリスマス♪  

おはなし会 
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