
 ごにゅうがく・ご進学おめでとうございます  

第１８０号 ２０１６年 新学期号 

 
『ami・あみ・通信』 は、小学生の皆さんや ご家族のかたが参加できる 地域の行事をはじめとする  
さまざまな情報をお届けする 小さなちいさな情報誌です。１年間に１０回発行しています。 
迷路やなぞなぞ・パズルが出ていることもあるので楽しんでくださいね。皆さまからの情報提供も大歓迎です。 

 

ピカソ展 3.19（土）→5.22（日） 
香川県立ミュージアム 月曜休館 
一般:1200円 高校生以下無料  

パブロ・ピカソ は1881年にスペインで生まれたとても 
有名な芸術家です。 個性的  で びっくりするような絵ばかりでは 

◆4/24(日）13：30～15：00 
アート&イートイベント 
「ピカソは何を食べていたの？」 

場所：地下1階講堂 
定員:230名/要申込 無料 

◆4/17(日） 5/8(日）13：30～ 
ミュージアムトーク 
（見どころの紹介） 

場所:２階特別展示室 
問い合わせ 087-822-0002 

 

なく、 「青の時代」 「バラ
色の時代」 と 呼ばれる
繊細（せんさい）な絵、 
それに彫刻や版画・陶
器など たくさんの作品
を残しました。 

今回はドイツのルート
ヴィヒ美術館が持って
いる作品が四国で初め
て公開されます。 

■ピカソの本名はとても長いことを知っていますか。 
『パブロ・ディエゴ・ホセ・フランシスコ・デ・パウラ・ファン・
ネポムセノ・マリア・デ・ロス・ 
レメディオス・シプリアーノ・デ・ラ・ 
サンテシマ・トリニダット・ルイス・イ・ピカソ』。 
テストの時に名前を書くだけで 時間が 
たりなくなっちゃいそうですね。 

瀬戸内国際芸術祭 
  2016 

【会 期】 
春｜2016年3月20日［日・春分の日］—  4月17［日］  
夏｜2016年7月18日［月・海の日］—  9月4日［日］   
秋｜2016年10月8日［土］—  11月6日［日］  
 
【開催地】 
直島 / 豊島 / 女木島 / 男木島 / 小豆島 / 大島 / 犬島/ 
沙弥島［春のみ］/ 本島［秋のみ］/ 高見島［秋のみ］/ 
粟島［秋のみ］ / 伊吹島［秋のみ］ /  
高松港・宇野港周辺 
  
３年に一度開催される瀬戸内国際芸術祭。秋の会期には 
観音寺市の伊吹島や 三豊市の粟島も会場になっています。 
作品のお手伝いをする人もいるかもしれませんね。 
身近で芸術に触れるチャンスです！ 
 
  瀬戸内国際芸術祭実行委員会事務局 
  TEL. 087-813-0853 FAX. 087-813-0858 
  E-mail ： info@setouchi-artfest.jp 
 

ほかにも・・・ ■猪熊弦一郎展〔私の履歴書〕（前編） 4.6（水） →6.30（木） 
丸亀市猪熊弦一郎現代美術館 0877-24-7755 

■2016年度 春の特別展 3.19（土）→ 5.29 （日）  香川県立東山魁夷せとうち美術館 0877-44-1333 
■讃岐の情景展 2.27（土）→4.10（日）  高松市塩江美術館  087-893-1800 

 

SETOUCHI 
TORIENNALE 
2016 



春爛漫！～お出かけにぴったりの季節になりました～ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                              

  

   

 

 

 

 

 

                        

 

🍓甘くてジューシーないちごのシーズンですね🍓 

～いちご狩りはいかがですか？～ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

◆◇いちご屋 スカイファーム◇◆ 
～イチゴ摘み：5 月中旬まで～ 

場  所： 高松市飯田町 656-1 

電  話： 087-881-5256 

定休日： 月曜日 

受付時間: 10：00～15：30（予約優先）  

http://www.skyfarm.jp/ 

 

 

 

生涯学習講座 

◆◇スターウォッチング◇◆ 
～月と木星の観察～ 

日  時： ４月１６日（土） １９：３０～２１：００ 
場  所： 山本ふれあい公園 多目的広場    

対象者： どなたでも  

申  込： 当日、山本町生涯学習センター 

ロビーにて受付 

連絡先： 山本町公民館 ６３－１０４１ 

※雨天曇天時は、山本町生涯学習センター

研修室で、ビデオ学習などを行います。         

  

◆◇タケノコ堀りに挑戦◇◆ 
日  時： 4月 29日（金）  ９：３０ ～ 

場  所： 宝山湖石碑前        

連絡先： 「七福求めて ぶらり みとよ」事務局 

（三豊市商工会内）72-31230 

料  金： 1500円                  

定  員： ２０名                    

内  容： 宝山湖の湖畔を歩き、クイズやタケノコ

堀りに挑戦。その後、揚げたての天ぷ

らで食事。掘ったものはお持ち帰り。  

 

◆◇よしづ花まつり◇◆  
日   時： 4月 29日(金) 10:00～14:00  

場   所： 三豊市 吉祥寺周辺 

主  催：  よしづ花まつり実行委員会  

問い合わせ：まちづくり推進隊三野 73-6228  

内  容： 空を泳ぐこいのぼりの下、さまざまな催

しが繰り広げられます。 

ノスタルジックカーのパレードと展示 

バルーンショー、小学生相撲大会、神農

太鼓、各種バザー、甘茶お接待など。 

◆◇観光農園 森のいちご◇◆ 
～イチゴ摘み：5 月３１日まで～ 

場 所： 三木町上高岡 1611 

電 話： 087-890-3035                

日 時： 10:00～16:00 （最終受付 14:30)  

  

 

 

◆◇高屋神社大祭(春祭)◇◆  
日 時： 4月９日（土）～10日（日）  

場 所： 高屋神社ほか高屋町内全域 

内 容： 

9日（土）宵宮               

   10:00～夕刻/高屋町町内ねり廻り 

  10日（日）本祭 

   10:20～太鼓台 稲積山登山口集合 

   11:20～高屋神社下宮集合･ 

太鼓台かきくらべ奉納 

   13:00～獅子舞奉納 

   13:40～太鼓台かきくらべ奉納 

   15:00～獅子舞奉納 

   15:40～太鼓台かきくらべ奉納  

 

◆◇丸亀城桜まつり◇◆ 
日  時： 4月１日（金）～14日（木） 

場  所： 丸亀城（亀山公園）一帯 

問合せ先：丸亀市文化観光課 0877-24-8816 

内  容： 700本のソメイヨシノの桜。18時から 21時

の間、ぼんぼり点灯と夜桜ライトアップ。 

 

 

 

 

◆◇春季銭形砂ざらえ◇◆ 
日  時： 4月２９日（金） ※雨天中止 

場  所： 琴弾公園 

問合せ先：観音寺市商工観光課 23-3933  

内  容： 銭形砂絵の砂ざらえ。お抹茶のお接待が

催されます。 

 

 

 

 



 

 

  もと NHKディレクター松尾伸の「子育て図書館」 第 1回 

尾木ママの「叱らない子育て論」 

                 
今回から、色んな先生の子育て論を紹介します。今回は、現在最もよくメディアに登場する尾木ママこと

尾木直樹さんの「叱らない子育て論」です。尾木さんの子育て論は非常に明快です。この本の「はじめに」

のところに「モウモウ母さんとダッテマン」というタイトルで要約されています。ご紹介しましょう。 

   母   「何回言えばわかるの」（プンプン）  「だからママ言ってるでしょ」（モー！！！） 

  こども  「だってー」「ダッテ、ダッテ、まま～」 こどもはいいわけの「ダッテマン」です。 

やがて、何年かたって、こどもが思春期になると 

  こども    「ウッセーナ、くそババー」 

    母       ｢これが本当に、私がお腹をいためた子かしら」（もー、ショックだわ） 

尾木さんはこう言います。ママたちは「しつけ＝叱ること」と思っていませんか？子育てのポイントは叱

ることではなく「褒める」ことですよ。大人だって褒められると嬉しいでしょう。子どもはなおさらです。 

以下、尾木さんの「子育て論」は多方面に展開します。 

＊ ままと一緒にお風呂に入ると、理科好きになる 

＊ ママからどうしたのと聞くと、こどもは素直になる 

＊ 朝のゴミ捨てはしっかりしたこどもをつくる      ・・・・ 
  

尾木ママの子育て論が次々に展開されて行きます。子育て中のお母さんにおすすめします。 

 但し、この本がお近くの図書館にあるかどうかは、ご確認ください。各図書館にはそれぞれ図書購入方針

があると思いますので、念のため。（主婦と生活社刊「尾木ママの叱らない子育て論」９５２円 ） 

（文責 松尾 伸） 

☆『ちきゅうめいろ』＆『世界
せ か い

の国旗
こ っ き

』☆    

『ちきゅうめいろ』チャレンジ！ ～できるかな～(^^) 

 

4 月 22 日は 
🌏 ”アースデイ” 

(地球の日) 🌏 
 

地球や環境について考 

え、美しい自然環境に感 

謝する日です。 

 

『世界の国旗』 
 

国旗には、その国の歴史や

願いが込められています。 

 

〈アメリカの国旗の意味〉 

13 本のしま模様は独立時の州 

50 の星は現在の州 

＊ほかの国も調べてみてね♪ 

 
《国旗クイズですよ!》 
①全く同じデザインの国旗 

は、あるかな？ 

②正方形の国旗が二つ。 

どこの国？ 

〈国旗クイズこたえ〉①インドネシアとモナコ。逆さまにするとポーランドの国旗になります。②バチカン市国とスイス連邦 



＜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/ 

新学期定例行事コーナー 

しりとりしながら 
スタートからゴールまでいけるかな 

日（曜） 名　称 対　　象 時   間 場所・連絡先

30 (土)

23 (土）

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)
4/20申込締切　豊浜中央公民館 52-1203

おはなし会

10：30～11：10 観音寺市立中央図書館　　23-3960

豊中町図書館音楽室 　62-6430

おはなしの会（おはなしびっくり箱）
紙芝居・大型絵本・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

10：00～ 仁尾町図書館　56-9565

9 (土）

幼児・小学生・
保護者

10 ：00～

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

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

おはなし会　　ボランティア「紙ふうせん」
幼児・小学生・
保護者

13：30～

19 （火） えいごのおはなし会 どなたでも

おはなし会　（図書館ボランティア）
幼児・小低学年・
保護者

10：30～11：30
高瀬町図書館2Ｆ児童室72-5631　「リングロケット
をつくろう」　　※はさみ持参

おはなしの会『白ゆりクラブ』紙芝居・絵本・
工作「パクパクバード」「トントンずもう」

幼児・小学生・
保護者

14：00～ 詫間町図書館 2階会議室 83-6828

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

かみしばいの会『おとひめズ』
紙芝居・大型絵本・工作

幼児・小学生・
保護者

2 (土）

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

 『ロゼット(勲章）をつくろう！』 幼児～小低学年 13：30～14：30 豊浜図書館　52-1206　　（無料）

うたおー！つくろうー！やってみよー！
（おはなしと工作の会）

幼児～大人

10 （日） えいごのおはなし会　（英語のおはなし・うた）
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  83-6828
おはなしの会『えほんのくにチャオ』
絵本・紙芝居・工作

観音寺市立中央図書館　　23-396011：00～11：30

おはなし会『おはなしの会・たかせ』
（季節のおはなしかい）

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

14：00～ 詫間町図書館 2階会議室 83-6828

幼児～小低学年 10：30～11：00 豊浜図書館　52-1206

出前おはなし会　『おはなしボランティア・げ
んきのき』の楽しいおはなし会

幼児～大人 10：30～11：00

16 (土)

高瀬町図書館２Ｆ　児童室　 72-5631

おはなし会 幼児～小低学年

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

おはなし会『えほんのへや』 どなたでも

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

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
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