
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
入場料：無料 

※島への渡船代（往復大人 ４００円 子供２００円）

と各プログラムには別途料金が必要です) 

 

 

もと NHKデイレクター松尾伸の「子育て図書館」第２回   夜回り先生の「子育てで一番大切なこと」 

前回の「尾木ママの叱らない子育て論」に続いて、今回は「夜回り先生」こと水谷修さんの子育て論」をご紹介します。 

水谷さんはいわゆる「非行に走るこどもたち」を救うため、永年夜間パトロールを続け、20000 人以上の子ども達に接してきました。

水谷さんはそうした経験の中から「こどもにとっての家庭」というものに注目します。 

水谷さんはあるとき、近くの小学校で講演したあと、5-6年生約 150人にこういう質問をしました。 

「この一ヶ月でお父さんやお母さんの笑顔をみた人は？」これにたいして手が上がったのは 10数人だったそうです。 

続けて水谷さんは「君たちのお母さん、お父さんは家ではどんな様子なの？」 

子どものこたえ。「いつもいらいらして怒ってばかりいる」「いつも疲れていて、あんまり口をきかない」 

「お母さんはいつもだれかにメールしている」等々。これに対して、水谷さんはこう述べています。 

「不登校、ひきこもり、夜遊び、非行」こうした問題をかかえる家庭には、必ず共通点があります。それは家庭に笑顔がなく、家の中

が落ち着かず、乱雑に散らかっているということです。こどもというのは家庭の状況に敏感で、とても繊細に反応するものです。家庭

が「ゴミ家敷」のように散らばっているのは論外です。こどもたちはいつも家庭の雰囲気や親の顔色をうかがっています。皆さんがいら

いらしたり、怒っていれば心を閉ざしてしまいますし、皆さんが暖かく接すれば心を開きます。だから、家庭が子どもにとって、温かく

やさしい場になれば、どれだけこども達は生き生きと生きていけるでしょうか。 

水谷さんの感想です。夜回り先生の子育て論は当たり前のことのようですが示唆に富んでいます。 

 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。（海竜社刊「夜回り先生・子育てで一番大切なこと」1200円 ） 

 

 

第１８２号 ２０１６年 ６月７月合併号 



◆◇粟井あじさい祭り◇◆ 
催事日程；４日（土） 14:00～14：30 神事 ※雨天時変更あり  

14:45～15：15 神楽  

７日（火）・１３日（月） 10：00～11：30 お接待 

１０日（金）・１６日（木） 14:00～15：30 お接待 

１９日（日） 10：00～14：00 保育所遊戯・小学校鼓笛ﾊﾟﾚｰﾄﾞ・詩吟・和太鼓 

・粟井音頭（餅配り）・腹おどり・金魚すくい（12：30～） 

10：00～14：00 お茶会・焼き鳥・小学校ﾊﾞｻﾞｰ・やまもも展示即売 

◎色とりどりの紫陽花約 3000 本に藤目山麓に泳ぐ鯉のぼり！ 

場所；観音寺市粟井公園・粟井神社境内 

主催；粟井あじさい祭り実行委員会 事務局；粟井公民館 ℡ 27-6209 

 

文化庁委嘱事業 平成 28 年度「伝統文化教室」 

◆◇三豊こどもカルタ教室◇◆ 
◎今、学校で大人気の百人一首に挑戦してみよう！小学校の国語の

教科書に百人一首が取り上げられ、「ちはやふる」の漫画や映画も大

人気！初心者にも楽しく参加できるイベントだよ。 

日時：６月２５日(土) １０：１０～１１：００ （受付開始１０：００） 

場所：三豊市財田町公民館 和室(三豊市財田町財田上２１７１) 

対象：小学生 ※保護者同伴 定員：２０名程度(先着順) 

参加費：無料 参加賞としてペットボトルドリンクのプレゼント♪ 

主催者：TOSS 三豊子ども百人一首協会                        

申込み；①お名前(ふりがな)②学校名③学年④電話番号⑤郵便番号・住

所⑥電話番号⑦経験の有無を必ず明記の上、事務局の杉本友徳先生

(丸亀市立垂水小学校教諭)へ、メール：tomogal@mx8.tiki.ne.jp 又は郵送 
※メールアドレスの「tomogal」はティー、オー、エム、オー、ジ―、エー、エル  

緊急連絡先：杉本友徳先生 090-3789-1467 
 

◆◇子ども はがき＆ゆうびん 教室◇◆ 
  ◎三豊市・観音寺市の風景印を一挙大公開＆暑中見舞いをかこう！ 

日時 ：平成２８年６月２５日（土）１０：００～１２：００ 

場所 ：高瀬郵便局 

主催 ：三豊・観音寺市内郵便局 香川ＴＯＳＳおり～ぶ 

対象者：小学生とその保護者 定員；小学生２０名程度※先着順 

参加費（資料代）：１００円 持ち物：筆記用具 絵具セット  

申込み：①お名前(ふりがな)②学校名③学年④お電話番号（できれば携

帯で）を必ず明記の上、齋藤徳三先生の（携帯メール） 

sa1i2to3to1ku2zo3@docomo.ne.jp で受付 

問合せ：齋藤徳三先生 090-4784-1279 

◆◇高瀬川河川敷とへんろ道をたどるウォーク◇◆ 
日時；７月３日（日） 9：00 集合 9：30 出発  14：10 頃 解散予定 

集合場所；本山駅（豊中町）  歩行距離；約 12 ㎞（全体時間；約 5 時間 10 分） 

参加費；\500（保険料） ※飲み物と昼食は各自持参 当日受付 

内容；本山駅→本山寺→宇賀神社→三豊市役所→高瀬川橋→本門寺→みの駅  

申込；℡0877-35-8372 主催；讃岐歩こう会 

 

◆◇山本町須賀神社の祇園まつり◇◆ 
催事日程；７月４日（土） 8：00～獅子舞の奉納 

20：00～浦安の舞の奉納・花火の打ち上げ 

５日（日）14:00～一斉の獅子舞の奉納・神事 

15：00～獅子舞の奉納 

場所；山本町大野乙 54  須賀神社 

 

◆◇無料開放デー 宗吉かわらの里展示館◇◆ 
日時；６月１９日（日） 9：00～17：00 

場所・問合せ；宗吉かわらの里展示館（三豊市三野町） ℡ 56-2301 

◎この日は入館料・貯金箱づくりも無料！粘土で貯金箱づくり（受付は 15：00 まで）

は、午前・午後それぞれ 40 名の先着順。思い出作りや夏休みの宿題にぴったり！ 

 

◆◇銭形まつり◇◆ 
催事日程；７月１６日（土）  

           12：00～16：00 銭ロック（琴弾公園内野外音楽堂） 

17：00～21：30 ゼニガタライブ(有明ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ特設ｽﾃｰｼﾞ) 

１７日（日） 銭形おどり・銭形よさこい 

21：00～銭形花火（有明浜沖より打ち上げ） 
※悪天候時は中止あり 

場所；琴弾公園有明グラウンド・上市商店街 

◎ちびっこ広場・やたい村・みんなで銭形おどり・銭形ウルトラクイズ 

・ラムネ早飲み世界選手権・シークレットゲストライブ・銭形つらいアス

ロン・やぐらの上から紙飛行機を飛ばそう・ガリベンズお笑いショー 

連絡先；かんおんじ銭形まつり実行委員会（観音寺市商工会議所内） 

   ℡ 25-3073 

 

◆◇お徒
か

歩
ち

でいく 仁尾なつかし味めぐり◇◆ 
日時；毎週土曜日(８・９月を除く)  11:00～ 所要時間；約 2 時間 30 分 

集合場所；仁尾町文化会館（℡56-9565）10：50 までに  定員；2～10 名 完全予約制 

参加費；中学生以上￥2,000 小学生￥1,000 ※食事代・ガイド料金込みで、当日集金 

◎古い町並みや屋号などの“歴史”、中華そばや天ぷらのなつかしい食を楽しむミニツアー！ 

申込・連絡先；三豊市観光協会 ℡ 56-5880 ※木曜日の１７時まではキャンセル料は無料 

★お徒
か

歩
ち

とは？ 昔のよみがなで、今も意味は同じで【乗り物を使わずに歩くこと】だって！ 

 

 

  

 
               

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

  

  

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

名称・連絡先  場所 期間・料金 時間.・休館日  

三豊市高瀬Ｂ＆Ｇ海洋センター 

℡７３－４７００ 

三豊市高瀬町比地中２９８６番地２  7/1～8/31 

大人￥300 子供\200 

10：00～20：00 

月曜日・月曜日が祝祭日の場合は翌日 

 

三豊市財田Ｂ＆Ｇ海洋センター  

℡６７－３７２１  

三豊市財田町財田上２３６１番地１ 7/21～8/31（7/1～7/20 までは土曜・日曜日

のみ営業）大人￥300 子供\200 

10：00～20：00 

月曜日・月曜日が祝祭日の場合は翌日 

 

萩の丘公園 幼児用プール  

℡５４－２８０１ 

観音寺市大野原町萩原１３９－１ 7/1～8/31 

 

9：00～16：00 

月曜日・月曜日が祝祭日の場合は翌日 

 

ふれあいパーク みの  

℡７２－２６０１ 

三豊市三野町大見乙７４ 大人￥1500 小人（5 才～12 才）￥840 10：00～23：30 
毎月第２水曜日 ※８月は無休 

 

ホタルは、会話や合図を送っている。主に、光りながら飛ぶのはオスで、メスは

草や木の葉で、小さな光を出す。ホタルの全種類が光るのではないそうだ。 

ホタルのお尻に近い部分に、黄色くみえる"発光器"がある。難しい言葉だけど

"ルシフェリン"という発光する物質と、発光を助ける"ルシフェラーゼ"という酵素

があるそうだ。この 2 つの物質と体の中の酸素が反応して光になる。  

ホタルが出す光の色は、黄緑色や黄色やオレンジ色などがある。それはタンパ

ク質だから、電球のように熱くならないそうだ。光る生き物は、他にクラゲやホタル

イカ、ウミホタル、ヒカリゴケなどある。ホタルは、19 時～21 時頃、月明かりがな

く、雨上がりで湿度が高く、風がない時に観賞できるよ。 

◆◇香川用水 水口祭◇◆ 
日時；６月１１日（土）10：00～ 

場所；三豊市財田町財田中  

香川用水記念公園（水口の広場） 

◎配水の安全と豊潤を祈願・鍬踊り・雨乞い踊り 

太鼓演奏他 

連絡先；香川用水記念公園 ℡ 67-3760 

主催；香川用水土地改良区 

 
田んぼに水を引き入れる入口を【水

みな

口
くち

】という。 

昔 讃岐平野では、４月中旬の苗代が仕上がった時期に、【水への祈りと

感謝を捧げる風習】があった。これにちなんで、香川用水では、かんがい期に

入る 6 月１１日、香川県の入口にあたる東西分水工【水口】に、讃岐平野を

【水田】に見立てて、お祭りを行っている。 
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っ
て
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※日曜日・祝祭日の 15：00～30 分間だけは【ちびっこプール】でなんと水位 1ｍ→30 ㎝と浅くなる 

mailto:tomogal@mx8.tiki.ne.jp
mailto:sa1i2to3to1ku2zo3@docomo.ne.jp


日(曜) 　　　　　　　名　称 対　象 時　間 場所・連絡先

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　23-3960　

うたおー！つくろー！やってみよー！ 

　◆はじきカエルを作ろう！

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

工作教室 　◆空気砲を作って遊ぼう！ 幼児～小学低学年 13：30～14：30 観音寺市立豊浜図書館　52-1206（無料）

5（日） 子ども読み聞かせ発表会～子供たちが絵本や紙芝居を読んで発表します。13：30～15：30 詫間町図書館 2F会議室 83-6828　　◇当日閲覧自由
7（火）～
12(日)

リサイクル図書の配布 一般 観音寺市立中央図書館　23-3960　

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

おはなし会 幼児～小学低学年 10：00～ 仁尾町図書館　56-9565

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

昔ばなしのおはなし会 幼児～大人 10：30～11：00 高瀬町図書館2F児童室　TEL・FAX　72-5631◆色々な国の昔ばなし

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

12（日） えいごのおはなしの会「えいごのおはなし会」 幼児・小学生・保護者 11：00～ 詫間町図書館 2F会議室 83-6828 ◆英語のおはなし・歌・遊び

15（水） おはなしのへや 幼児と保護者 14：45～ 財田町図書館　67－0108　◆絵本の読み聞かせと折り紙つくり

たのしいおはなしのへや 幼児～小学年 14:00～14:30 三野町図書館　73-3121　FAX73-3120

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    ※6月15日〆切

連絡先：豊浜中央公民館52-1203

工作教室 幼児～小学低学年 14：00～15：00 観音寺市立中央図書館　23-3960　※事前予約が必要(先着20名)

図書交換会 一般 10：00～14:00 詫間町図書館閲覧室83-6828　

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

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

21（火） えいごのおはなし会 どなたでも 11：00～11:30 観音寺市立中央図書館　23-3960　

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

おはなし会「おはなしの会・たかせ」 幼児～大人　 10：30～11：00 高瀬町図書館2F児童室　TEL・FAX　72-5631　◆季節のお話

おはなし会 幼児～小学低学年 10：30～11：00 豊浜町図書館52-1206 

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

26（日） げんきのき・おはなしコンサート 13：30開演 高瀬町農村改善センター2階会議室C

日(曜) 　　　　　　　名　称 対　象 時　間 場所・連絡先

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　23-3960　

うたおー！つくろー！やってみよー！ 

　◆たなばたかざりを作ろう！

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

工作教室 ◆切り紙で昆虫をつくろう！～夏の虫～幼児～小学低学年 13：30～14：30 観音寺市立豊浜図書館　52-1206（無料）

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

おはなし会 幼児～小学低学年 10：00～ 仁尾町図書館　56-9565

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

昔ばなしのおはなし会 幼児～大人 10：30～11：00 高瀬町図書館2F児童室　TEL・FAX　72-5631◆色々な国の昔ばなし

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

10（日） えいごのおはなしの会「えいごのおはなし会」 幼児・小学生・保護者 11：00～ 詫間町図書館 2F会議室 83-6828 ◆英語のおはなし・歌・遊び

13（水） おはなしのへや 幼児と保護者 14：45～ 財田町図書館　67－0108　◆絵本の読み聞かせと折り紙つくり

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    ※7月13日〆切

連絡先：豊浜中央公民館52-1203　

図書交換会 一般 10：00～14:00 詫間町図書館閲覧室83-6828　

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

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

19（火） えいごのおはなし会 どなたでも 11：00～11:30 観音寺市立中央図書館　23-3960　

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

おはなし会「おはなしの会・たかせ」 幼児～大人　 10：30～11：00 高瀬町図書館2F児童室　TEL・FAX　72-5631　◆季節のお話

おはなし会 幼児～小学低学年 10：30～11：00 豊浜町図書館52-1206 

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

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　23-3960　

27（水）～
30(土)

世界の昆虫展 どなたでも 観音寺市立中央図書館　23-3960　

おはなしの会「おはなしびっくりばこ」 一般 10：00～ 詫間町図書館閲覧室83-6828　◆紙芝居・大型絵本・工作

自由研究を楽しもう｜ 小・中学生 13：30～15：00 観音寺市立中央図書館　23-3960　※事前予約が必要

16（土）

23（土）

30（土）

25（土）

2（土）
幼児～ 10：30～11：30 高瀬図書館2F　児童室　72-5631

9（土）

4（土）
幼児～ 10：30～11：30 高瀬図書館2F　児童室　72-5631

11（土）

18（土）

 ※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

持ち物は、 
はさみ・のり・ふぇるとぺん 

◆折り紙でディズニーツムツムを
折ってみよう！ 

持ち物は、 
はさみ・のり・ふぇるとぺん 

＜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中央公民館内） 
    〒768-8601 観音寺市坂本町一丁 目1番1号   

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

持ってきた冊数分（最大５冊まで）交
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