
2016年は「さる年」でした。 
日本では12の動物を順番に「今年の動物」と決める習慣があり 
これを十二支と言います。その動物の順番は 
「ね・うし・とら・う・たつ・み・うま・ひつじ・さる・とり・いぬ・い」 
  （漢字で書くと「子・丑・寅・卯・辰・巳・午・未・申・酉・戌・亥」） 
となっていて （左の図を見てね） それを くり返していきます。 
12 の動物の順番を覚えて すらすら言えるとかっこいいですね。 
 
2017年は「とり年」なので、その年に生まれた赤ちゃんは 
「とり年生まれ」と言います。 
むかしは時計がわりにも使っていて、夜中の 0 時のことを「ねのこく
（子の刻）」と呼んでいました。 
     
ほかの国でも同じような習慣はあるのですが、 
ベトナムではウサギがネコ、ヒツジがヤギ、タイでも ヒツジがヤギ、

アラビアではタツがワニ、イランではタツがクジラ、ブルガリアではト
ラがネコ、というように少しずつ違いがあります。 

いじめられたり、いじめを見ちゃったり、暴力（ぼうりょく）をうけたりして、とてもとてもつらい時には、ひとりでなやまないで 
先生やおうちの人に相談しましょう。 でも それができない時には、電話をしておとなの人に話してみましょう。 
秘密（ひみつ）にしたいことはちゃんと守ってくれます。電話はきっと あなたの大きな一歩になります。 

◆◇◆つらい時は ひとりで なやまないで！◆ ◇◆ 

◆ ２０１７年は 「とり年」 です 【十二支 （じゅうにし） のおはなし】 ◆ 

いじめられたり、いじめを見ちゃったり、暴力（ぼうりょく）をうけたりして、とてもとてもつらい時には、ひとりでなやまないで 
先生やおうちの人に相談しましょう。 でも それができない時には、電話をしておとなの人に話してみましょう。 
秘密（ひみつ）にしたいことはちゃんと守ってくれます。電話はきっと あなたの大きな一歩になります。 

◆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 ） 

 
 
 
 

【民話】 
       << なぜネコは十二支に入っていないの？>> 

むかしむかし、ある年のおわりころ、神様が動物たちに 「元日の朝、新年のあいさつに来なさい。一番早く来たものから  
十二番目のものまでは、じゅんにそれぞれ一年の間、動物の大将 （たいしょう）  に してやろう」 と 言いました。 
動物たちは、それぞれ 「1番になるぞ！」 と  はりきって 元日が来るのを待っていました。 
ところがネコは神様のところに いつ行くのかをわすれてしまったので、ねずみにきくと、ねずみは わざと一日おくれの日をおしえました。 
ネコはねずみが言うことを信じて、よろこんで帰っていきました。  
元日になると、牛（うし）は 「おらは歩くのがおそいから、ひとあし早く出かけるべ 」 と 言って 夜のうちから したくをし、まだ暗いのに出発しました。 
天井（てんじょう）で これを見ていたねずみは、ポンと牛の背中（せなか） にとび乗りました。そんなこととは知らず、牛が神様の 御殿（ごてん）にちかづいて
みると、まだだれも来ていません。 「一番だ！」とよろこんで待つうちに 門があきました。  と、そのとき、牛の背中から ねずみがとびおり、ちょろちょろっと
走って一番になってしまいました。 それで牛は二番、 それから とら、うさぎ、たつ、へび、うま、ひつじ、さる、とり、いぬ、いのしし  の じゅんで つきました。 
ネコは一日おくれで行ったものだから番外で仲間（なかま）に入れませんでした。 
それでねずみをうらんで、今でもねずみを追いまわすのです。 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%99%E3%83%88%E3%83%8A%E3%83%A0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%99%E3%83%88%E3%83%8A%E3%83%A0


                                                                                                                                        

    amiあみ通信は、現在１１名の編集メンバーで みなさんの生活に役立つ情報をお届けしようと頑張っています。 

編集ボランティアスタッフ一同 さらに力を合わせて充実した紙面にしていきます。  今年もよろしくお願いします。 

 

さて、昨年はどんな年でしたか？  勉強にスポーツに・・ やりたいことを目標をもって取り組めましたか？ 

新しい年を迎えてどんな目標をたてますか？  気持ちを新たに書いてみましょう！ 

 

 

 

 

 

 

                                               目標にむかってがんばりましょう！！ 

    

                                               

  「The-T」というパズルを知っていますか？ 

右のような４つのパーツからなるパズルです。  

すべてのパーツを組み合わせて形をつくっていくという   

簡単なルールですが、なかなかむずかしいのです！！  

冬休みで時間のあるときにぜひ挑戦してみてね～。 

 

 まず、下のパズルをはさみで切りましょう。 

 裏をセロテープやガムテープなどで補強すると強くなります。 

（＊前ページのお話をよく読んでからにしてね！） 

 ４つに分かれたら、T-パズル の名前のとおり、まず 

 「T」の形を作ってみましょう。 さ～て、すぐできるかな ?? 

 「T」の形ができたら、右下のような形を作ってみましょう。 

 さ～て、いくつ制覇できるかな・・・。 

  （＊４つのパーツを全部つかって作ってね＊）  

                                     

 

 

 

* ことしの目標 * 



  

できましたか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年もよろしくお願いいたします 

 

 

 

  

 



みんなで 「すごろく」 を楽しみましょう～！！   

ただし・・サイコロの出た目のままではなく、 

  ＋２なら出た目に２をたして、－３なら３をひきます。 

  うまく計算しながら進んでくださいね！！ 

 

  

＊国営さぬきまんのう公園年末年始体験イベント＊ 
  (この他にも陶芸・ハーブ・木工・炭焼き教室等あります。詳しくはH・Pを見てください) 

  

   ＊ 餅花作り体験 (紅白の正月飾り) ＊ 

日  時 １２月２３日（金・祝） 

時  間 １０：００～１１：００、１３：００～１４：００ 

参加費 ５００円 

定  員 各回２５名 

場  所 ビジターセンター 

申込み 事前 0877-79-1700 

 

                                                    

   ＊ 書き初め体験  ＊ 

日  時 １月２日（月） 

時  間 １０：００～１２：００、１３：３０～１５：３０ 

参加費 無料 

定  員 各回３０名 

場  所 ビジターセンター 

受  付 当日 
 

   ＊ 餅つき体験＆ふるまい  ＊ 

日  時 １月１日（日・祝） 

時  間 ９：３０～ なくなり次第終了 

参加費 無料 

定  員 先着２００名 

場  所 ビジターセンター      

受  付 当日 

   ＊ ジャンボかるた大会  ＊   

日  時 １月３日（火） 

時  間 受付１３：３０～ 

開始１３：４５～ 幼児の部 

     順次 小学生低⇒高学年 

参加費 無料 

定  員 各部１５名        

場  所 ドラ夢ドーム      

受  付 当日 



＜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 ）  

〒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） 

 ※ 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。 

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

※□にひとつひらがなを入れて、上から読んだ3文字と左から読んだ3文字で 
ふたつのことばができるようにしてみましょう。５つの答えをつなげると、 
一つの言葉がでてきますよ。 

たとえば 
←この答は「す」。 「ますく」と

「すすき」 というふたつの言
葉ができますね。 

① ② ③ ④ ⑤ 

←←← （こたえ） ふ・ゆ・や・す・み 

日（曜） 名　称 対　　象 時   間 場所・連絡先

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

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

☆ 2017年　１月 ☆

13:30～14：30 豊浜図書館　　52-1206

幼児 14：15～ 財田町公民館図書室　67-0108

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

英語をたのしもう！

10 ：00～ 詫間町図書館 2階会議室  83-6828
おはなしの会『えほんのくにチャオ』
絵本・紙芝居・工作・チャオくんとおはなし

幼児・小学生・
保護者

仁尾町図書館　56-956510：00～

おはなし会
（ボランティア「紙ふうせん」）

幼児・小学生
・保護者

13：30～ 豊中町図書館 音楽室　62－6430

昔ばなしのおはなし会
（いろいろな国の昔ばなし）

幼児～大人 10：30～11：00

冬休み上映会『ぼくは王さま』 幼児～一般 13：30～14：30
仁尾町文化会館多目的ホール
<連絡先>仁尾町図書館56-9565

6（金）

8（日）

おはなし会「えほんのへや」 どなたでも 10：00～
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・わらべうた遊びなど

英語をたのしもう！ どなたでも 14：30～15：00 観音寺市立中央図書館　　23-396023(金）

えいごのおはなしの会
（英語のおはなし・うた・あそび）

幼児・小学生・
保護者

11：00～ 詫間町図書館 2階会議室 83-6828

詫間町図書館 2階会議室 83-682810：00～
幼児・小学生

・保護者
おはなしの会「図書館友の会」

☆ 12月 ☆

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

おはなしの会（図書館友の会）
絵本・紙芝居・工作

幼児・小学生・
保護者

10：00～ 詫間町図書館 2階会議室 83-6828

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

英語をたのしもう！ どなたでも 14：30～15：00

おはなし会
（図書館ボランティアによるおはなし会）

幼児・小低学年・

保護者

「たのしいおはなしのへや」 幼児～小学生

24(土)

27（火）

観音寺市立中央図書館　　23-3960おはなし会

27（金）

28（土）

13（金）

17（火）

観音寺市立中央図書館　　23-3960

おはなし会 (おはなしの会・たかせによる
季節のおはなしかい）

幼児～大人 10：30～11：00

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

絵本の読み聞かせ と 折り紙遊び
　(ボランティア団体　まかろん）

14：00～14：30 三野町図書館　73-3121

高瀬町図書館２Ｆ　児童室　 72-5631

かみしばいの会『おとひめズ』
紙芝居・工作

幼児・小学生・

保護者
14：00～ 詫間町図書館 2階会議室 83-6828

親子フラワ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(参加費1,000円)

1/18申込締切　豊浜中央公民館 52-1203

どなたでも

14 ：00～ 詫間町図書館 2階会議室  83-6828

13：30～14：10

14：30～15：00 観音寺市立中央図書館　　23-3960

14（土）

20（金）

21（土）

図書交換会 (持ってきた冊数分交換可能、
原則5冊まで)

一般 10：00～14：00
詫間町図書館 閲覧室　83-6828　<無料>
※汚れた本・雑誌・傷みのある本は交換できない

高瀬町図書館２Ｆ　児童室　 72-5631

18（水）

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

出前おはなし会
『おはなしボランティア・げんきのき』

幼児～大人 10：30～11：00 高瀬町図書館２Ｆ　児童室　 72-5631

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

7（土）

うたおー！つくろう！やってみよー！
「おはなしと工作の会」

高瀬町図書館2F児童室　　72-5631
「にわとりの親子を作ろう」 ＊はさみ・フェルトペン持参

10：30～11：30幼児～大人

おはなしの会 （白ゆりクラブ）　絵本・工作

「ブンブンごまを作ろう！」

幼児・小学生・
保護者

幼児～小低学年

幼児～低学年
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