
昼間はまだまだ暑いですが、朝夕は少しすずしくなりましたね。 
秋の夜長に、ゆらゆら風に揺れるモビールつくってみませんか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    第１８４号 ２０１６年 ９月号 

 
         【ちびむすドリルより参照】 

 



 
  

 

11月 7日 

オープニングセレモニー9:15～9:45 

キッズ隊＆ボランティアによるおはなし会 

【第 1部】10:00～12:00 【第 2部】12:50～14:40 

親子で絵本を作ろう 大好きなわたしの絵本 

【第 1部】10:30～11:30 【第 2部】13:00～14:30 

しおり・キーホルダーづくり 

【第 1部】10:00～11:30 【第 2部】13:00～14:30 

優秀読書感想文表彰式＆発表会 

【小学校の部】14:45～15:45 【中学校の部】15:45～16:15 

 

 

 

http://happylilac.net/mobile03-3.pdf


 

 

9月 17 日(土)18日(日)19日(祝) 9時～17 時 19日は 16時まで 

三豊市仁尾町町内（駐車場完備） 

18・19日は JR 詫間駅より無料送迎バス運行 

◆各展示会場・・・歴史的名場面、おとぎ話、児童・園児の作品 

       香川高専詫間キャンパスとの産学連携制作作品など 

◆スタンプラリー（１００円で販売） 

◆常設展示・クラフト体験・フリーマーケット 

◆張り子虎絵つけ体験 10時、13時（各 10名） 

◆浦島太郎・乙姫さん来場 17日・19日  など 

 

主催／仁尾八朔まつり実行委員会 

第 19 回仁尾八朔まつり 

9月 18日（日）22日（祝） 10時～16時 

＜萩原寺会場＞ 

◆野点茶会 

◆ご詠歌奉賛 

◆琴の演奏 

◆子ども津軽三味線 

◆骨董市 

◆宝物館秘宝店 など 

 

 

問合せ先：観音寺市商工観光課 

TEL：23-3933 

＜萩の丘公園会場＞ 

◆大野原小学校マーチングバンド演奏 

◆大野原幼稚園児による踊り 

◆大野原はらおどり 

◆大野原龗王太鼓演奏 

◆ザ・大野原ご当地自慢 

◆世界のスーパーカー・ビンテージカー展示 

◆青空市・福投げ など 

第３１回萩まつり 

第１回道の駅とよはま親子フェス 

9 月 11日（日）10時～16 時 

◆ミニ SLと手漕ぎトロッコ 

◆お菓子つり 

◆輪ゴム鉄砲 

◆ぬりえ 

◆ペットボトルタワー 

問合せ先：道の駅とよはま 

TEL：56-3655 

 



 

第 3 回子ども観光大使教室 in 三豊 

10月 2日（日）9時 30分～11 時 30分 

高瀬茶業組合 

◆チャレラン遊び体験 

◆お茶摘み体験 

◆お茶の製造工程の見学 

定員：30名 定員になり次第締め切り 

対象：小学生(原則として保護者同伴) 

参加料：300 円 

申込み先：事務局 tokuzou@snow.plala.or.jp  

齋藤徳三 TEL：090-4784-1279（平日は 18時以降に） 

記入事項：①児童名②学年③保護者名④学校名⑤メールアドレス 

⑥電話番号(出来れば携帯)⑦住所 

申込み締切：9月 15 日 

 

 

◆おいしい茶を味わう体験 

◆ブレンドして自分のお茶を作ろう 

 

お

は 

おはなし会「えほんのへや」特別企画 お月見会 

9 月 24 日（土）18 時～ 

場所：本町生涯学習センター 和室・芝生広場 

定員：なし 参加料無料 

申込み：当日会場にて 

◆絵本の読み語り 

◆わらべうた遊び 

◆影絵と歌 

◆琴の演奏 

◆フルート演奏  など 

 

問合せ先：涯学習センター 

TEL：６３－１０４１ 

竹内しんぜんフィギアで綴るゴジラ展 

 
8 月 9日（火）～10月 10日（祝） 

宗吉かわらの里展示館 

開館時間…９時～17時（入館は 16時 30分まで） 

入館料…100円（中学生以下、65歳以上は無料） 

休館日…月曜日（祝日の場合は開館、その翌日が休館） 

 

竹内しんぜんさんの制

作した歴代ゴジラ等の

フィギアを約 20点展示

します。 

mailto:tokuzou@snow.plala.or.jp


名  称 対  象 時  間 場 所  ・ 連 絡 先

うたおー！つくろうー！やってみよー！
      「するする　アニマルを作ろう」

幼児～大人 10：30～11：30
高瀬町図書館２F児童室　７２－５６３１
持ち物　はさみ　フェルトペン

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「牛乳パックで紙トンボをつくろう！」幼児～小学低学年13：30～14：30 豊浜図書館　５２－１２０６

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

おはなし会 幼児 小学低 保護者 10：00～ 仁尾町図書館　５６－９５６５

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　７２－５６３１

おはなし会  「夢ふうせん」 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～小学低学年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

11(日) えいごのおはなしの会  どなたでも 11：00～ 詫間町図書館２F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
申込：豊浜中央公民館 ５２－１２０３
参加費千円　　9/14〆切

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　７２－５６３１

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

図書交換会（持参分５冊まで） 一般 10：00～14：00 詫間町図書館　８３－６８２８

20(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　２３－３９６０

大人の図書館ツアー
　　♪脳トレクイズに挑戦しませんか

大人 10：00～11：00
観音寺市立中央図書館　２３－３９６０

えほんの読み聞かせとおりがみ遊び 幼児 14：１５～ 財田公民館図書室　

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

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

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　７２－５６３１

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

17(土)

３(土)

9月　定例行事コーナー

10(土)

24(土)

21(水)

          ＊日時等変更する場合もあります。ご確認の上ご参加ください。

<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生涯学習課 中央公民館内）  

〒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）  

   行事に参加した感想や「ami・あみ・通信」に対するご意見ご感想をお寄せ下さ

い。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ｰmailを利用するか、ボランティアメンバーまで直接お知らせ下さい。 
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