
 

 

 

 

 

 

 

 

  

第 183 号 2016 年 夏休み特別号 

～☆体験教室・宿題応援教室☆～ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                              

◇夏休み親子教室◇ 
～信用金庫見学&お札のひみつ～ 

日時：８月５日（金）10：00～11：30 
場所：観音寺信用金庫本店    

対象： 小４生以上の親子(無料) 

締切： 7 月 22 日(金) 

定員： 20 組(抽選)  

連絡先： 観音寺信用金庫２５－２１８１ 
 

◇ 子どもカラダづくり教室 in 香川◇ 
『親子でヨーガ体験教室』（ＴＯＳＳ香川 主催） 

～ココロとカラダをととのえよう～  
 

日 時：８月３日（水）/ 17 日（水）/  30 日（火） 

18 時～19 時（受付開始 17 時半）   

＊都合の良い日だけの参加も可能です。 

対 象 : 幼～小学生・保護者 

参加料 : 無料（参加賞あり） 

場 所 : 三豊市豊中町農村改善センター  

問い合わせ先：（齋藤徳三）090-4784-1279  

申込み先：（齋藤徳三）

sa1i2to3to1ku2zo3@docomo.ne.jp 

※参加予定日をご記入ください。 
 

※申込者氏名・電話番号・参加の子どもの名前・性別・ 

洋服のサイズを添えて電話、FAX、郵便で申込 

 

               
 

◇夏休みポスター教室＆チャレラン体験教室（ＴＯＳＳ香川 主催）◇ 

日 時：８月１１日（木 祝）１３：００～１６：３０（定員：４０名） 

場 所：三豊市豊中町農村環境改善センター・三豊市民交流センター 

内 容：（１）夏休みのポスター指導（低・高学年別） 

Ａ交通安全   Ｂ火災予防   Ｃ明るい選挙  Ｄ家庭の日 

   （２）チャレラン遊び体験  

（３）保護者の学び教室・ヨーガでリフレッシュ 

準備物：筆記用具（ネームペンも） 絵の具  

参加資料代：３００円（当日集金） 

○ 申込み先：齋藤徳三 sa1i2to3to1ku2zo3@docomo.ne.jp 

○ 問い合わせ先：齋藤徳三 090-4784-1279（休日か,平日の 18:00 以降） 

○ 申込み内容：①お子様のお名前（学年）           ②引率保護者のお名前  

③連絡先お電話番号（できれば携帯） ④学校名  

⑤ポスターの種類（上記Ａ～Ｄから選択してください。） 

          ※ポスターの種類は後日でもかまいません。 

※  原則として保護者同伴でお願いします。 

 
    

 

◇わくわくお仕事体験エンジニア編◇ 
日時：８月６日（土）10:00～12:00 

場所:トヨタカローラ香川ジェームス香川宇多津店 

対象：小学生（低学年・中学年）  

内 容：タイヤやエンジン点検・作業など体験 

締切:7 月 22 日(金)〈定員８名 多数時抽選〉 

問合せ：087-881-4414 Fax087-882-7018 

 

 

 



待ちに待った楽しい夏休み～！！      

がんばって宿題をすませて・・・ 

 夏休みしか出来ないことにチャレンジしたいね！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

トクシマ恐竜展  
巨大恐竜が多数来襲！！ 

日 時：７月１５日(金)～９月１９日(月) 

場 所：文化の森総合公園 徳島県立博物館 

    (＊福井県立恐竜博物館連携企画) 

入場料：小・中学生 600円  大人 1200円 

開 館：９：３０～１７：００ 月曜休館 

連絡先：文化の森総合公園 086-668-3636 

  世界最古(約２億３千万年前)の恐竜化石など 

  １００点以上一挙公開！！ 

   四国唯一の恐竜化石も展示(実物化石) 

   恐竜の大きさを体感しよう！ 

かがわ島フェスタ２０１６ 

         with さぬきマルシェ 

日 時：７月２４日(日)１０：００～１５：００ 

場 所：サンポート高松 西側通路 

主 催：香川県, Facebook「かがわ島フェスタ」 

問合せ：香川県地域活力推進課 087-832-3105 

 ・小豆島(小豆島町)…オリーブ、そうめん等 

 ・高見島・佐柳島(多度津町)…グッズ、さつま 

 ・本島・牛島・広島・手島・小手島(丸亀)…タコ天 

  ・男木島・女木島(高松市)…さざえ飯、鬼ピーせんべい 

 ・伊吹島(観音寺市)…伊吹いりこ 

 ・小豆島・沖之島・豊島・小豊島(土庄町)…ハモ天 

 ＊各島の各種特産販売、瀬戸芸秋会期の PR 

 ＊診療船済生丸(海をわたる病院船)の一般公開 

世界の昆虫展  
日 時：７月２７日(水)～３０日(土)  

場 所：中央図書館          

対 象：どなたでも       

参加費：無料            

連絡先：観音寺市中央図書館 ２３－３９６０ 

 

 

自由研究を楽しもう！  

日 時：７月３０日(土)１３：３０～１５：００ 

場 所：中央図書館 

対 象：小・中学生 

参加費：無料    ＊事前連絡必要 

連絡先：観音寺市中央図書館 ２３－３９６０ 

 

 

仁尾町図書館・公民館まつり 

日 時：７月３０日(土)１０：００～１５：００ 

場 所：三豊市仁尾町文化会館 多目的ホール 

対象者：幼児～一般 定員２５０名 

参加費：無料 申し込み不要 

連絡先：仁尾町図書館 ５６－９５６５ 

・  １１：３０～おはなし会(図書館職員) 

・  １３：００～ミュージックレンジャー 

・  １４：００～おはなし会(あいびいず) 

・  １４：３０～仁尾カルタ会 

・  ＊プラ板キーホルダー作り（正午まで） 

・  ＊缶バッジ作り、工作、折り紙、図書館クイズ 

・  

   

  

アートワークショップ 

ダンボール恐竜をつくろう！ 

日 時：８月１日(月)～１４日(日)10:00～17:00 

場 所：情報通信交流館  

高松シンボルタワー タワー棟 4・5階 

講 師：造形作家 玉田多紀 氏 

参加費：無料  申し込み不要   

連絡先：e-とぴあ-かがわ ０８７－８２２－０１１１ 

    親子でアート作品づくりに参加しよう！ 

  古ダンボールから巨大恐竜“シードラゴン”を 

  作っていくよ！ちぎって貼ってみんなの力で 

  瀬戸内海のシードラゴンをよみがえらせよう！ 

  ＊８月１４日完成予定！！ 

 

http://www.sozai.rdy.jp/shirokuro/02/umixiki/sozaitext/04.htm
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A2RCL5NEN4JXeHIAOEGU3uV7/SIG=1210pk218/EXP=1468238020/**https:/t10.pimg.jp/004/637/890/1/4637890.jpg


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

夏休みアニメ上映会 

日 時：８月３日(水)１４：００～１５：００ 

場 所：詫間町図書館 ２階会議室 

対象者：幼児・小学生、保護者 

参加費：無料 

連絡先：詫間町図書館 ８３－６８２８ 

  ・  『まんが日本昔ばなし』より 

「雪女」「岩屋の娘」 

「タヌキと彦一」「ねずみの嫁」 

・・ 

  

 

竹内しんぜん  フィギュアで綴る 

ゴジラ 展     

日 時：８月９日(火)～１０月１０日(月祝) 

９：００～１７：００ 

場 所：宗吉かわらの里展示館 

入館料：中学生以下無料 (高校生以上１００円) 

連絡先：宗吉かわらの里展示館 ５６－２３０１ 

     ＊宗吉かわらで検索！ 

  竹内しんぜんさんの制作した歴代ゴジラ等

のフィギュアを約２０点展示します 

夏休みイベント 2016 

とらまるパペットランドの なつやすみ 

日 時：８月６日(土)～２１日(日)＊月曜休館 

場 所：とらまるパペットランド 

    東かがわ市西村 とらまる公園内 

    ０８７９－２５－００５５ 

料 金：観劇料６００円 ミュージアム６００円 

  ・人形劇ミュージアムでは、夏休み限定の参

加型イベント,人形作りワークショップ 

  ・人形劇場とらまる座では、『ぼっけえばあさ

ん』８/6,7,20,21,28 上演 

『あなたがうまれるまで』８/11,12,13,14 

   上演後には人形劇団のみなさんが人形のヒ

ミツを解説！ 

  ＊とらまるパペットランドで検索してね！ 

夏休みアニメ上映会 

日 時：８月１７日(水)１４：００～１５：００ 

場 所：詫間町図書館 閲覧室 

対象者：幼児・小学生、保護者 

参加費：無料 

連絡先：詫間町図書館 ８３－６８２８ 

  ・ 『まんが日本昔ばなし』より「うばすて山」 

「芋ほり長者」「カチカチ山」「大沼池の黒竜」 

・・ 

  

 

夏休み おばけの学校 開校 

日 時：８月１７日(水)～１９(金) 

場 所：観音寺市立 旧萩原小学校 

募 集：小学１年～中学生６０名(応募多数抽選) 

参加費：10,000円(宿泊,保険,食事,移動バス代) 

連絡先：NPO法人ぱぴぷぺぽ(大喜多) 

    ０９０－２８２４－９４２０ 

    http://papipupepo.org/ 

    旧萩原小学校がおばけの学校になります。 

  おばけの教室を作ったり、おばけになりたい 

  人は応募してください  7/20(水)締め切り 

  

 

わらべうたを楽しもう 

日 時：８月２０日(土)１０：００～１２：００ 

場 所：中央図書館 ２F多目的ホール 

対 象：親子で参加 OK 

参加費：無料   ＊８/１申込み締切 

申込先：観音寺市中央図書館 ２３－３９６０ 

講 師：武内久子先生 

  わらべうたには、子どもの育ちを支える素晴

らしい知恵がつまっています。赤ちゃんや子ども 

と一緒にリズムやスキンシップを楽しみましょう! 

 

夏休み 上映会     

日 時：８月２４日(水)１３：３０～１５：００ 

場 所：仁尾町文化会館 多目的ホール 

対象者：幼児 ～ 一般 

参加費：無料 定員２５０名 

連絡先：仁尾町図書館 ５６－９５６５ 

   『七つの海のティコ』を上映します 

第 12回「観音寺市民音楽祭」 の 

ポスターデザイン募集 

・４つ切り画用紙縦 ９/２締切 下記へ持参か郵送 

連絡先：教育部文化振興課 ２３－３９４３ 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A2RCK_CyNIJXJUwAAiGU3uV7/SIG=11vdqhgf4/EXP=1468237362/**http:/lohas.nicoseiga.jp/thumb/3855736i?
http://papipupepo.org/
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A2RCCzR8NoJXGnoACzGU3uV7/SIG=132lrvpek/EXP=1468237820/**http:/www.sozailab.jp/db_img/sozai/14628/56d415c542890810eb9fb3c19eaab2ab.png


日（曜） 名　称 対　　象      時   間 場所・連絡先
7月 おはなし会 幼児～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～低学年 10：30～11：00 豊浜図書館　52-1206

8月
3(水）

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

真夏のこわ～いおはなし会 どなたでも 14：00～15：00 観音寺市立中央図書館　　23-3960

16(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

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

　♡♡まちがいさがしだよ♡♡　～まちがいは５つあるよ♪～　　　　　　　♡♡ミニ カブトムシ迷路♡♡
 ※　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。

おはなし会『えほんのへや』絵本の読み語
り・紙芝居・パネルシアター・わらべうた遊び

どなたでも 10：00～ 山本町生涯学習センター和室63-1041

おはなしの会『図書館友の会』
大型絵本・紙芝居・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

27(土）
おはなし会『おはなしの会・たかせ』 幼児～大人 10：30～11：30

高瀬町図書館２Ｆ　児童室　 72-5631
（季節のおはなし会）

20(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（参加費千円）
8/1７(水）締切 豊浜中央公民館 52-1203

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
（楽しいおはなし会）

かみしばいの会『おとひめズ』
紙芝居・大型絵本・工作

24(水）
夏休みおはなし会　　～おはなし会・ジャグリ
ングのパフォーマンスと体験～

幼児・小学生・
保護者

10：00～
豊中町図書館音楽室 62－6430『夢ふうせ
ん』・香川高専ジャグリングサークル『SPOT』

幼児・小学生・
保護者

14：00～ 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>　無料

一般 10：00～14：00
詫間町図書館 閲覧室　83-6828　※雑誌
類、汚れ、いたみのある本は交換できない

詫間町図書館 2階会議室  83-6828

13(土） おはなし会
（図書館ボランティアによるおはなし会）

幼児・低学年・
保護者

10：00～ 仁尾町図書館　56-9565

夏休みおはなし会　～ボランティア『夢ふうせ
ん』によるおはなし会・マジックショー～

幼児・小学生・
保護者

10：00～ 豊中町図書館　音楽室 　62－6430

6(土）

工作教室(風車をつくろう！） 幼児～低学年 13：30～14：30 豊浜図書館　52-1206

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 10：30～11：30
高瀬町図書館2Ｆ児童室72-5631「どっかん
花火を作ろう」※はさみ・のり・フェルトペン

おはなしの会『白ゆりクラブ』
大型絵本・紙芝居・絵本・工作

幼児・小学生・
保護者

14：00～

27(水）
夏休みおはなし会『英語のおはなし会』
～ガガとえいごにチャレンジ！～

幼児・小学生・
保護者

10：00～ 豊中町図書館　音楽室 　　　　　62－6430

30(土）
おはなしの会『おはなしびっくりばこ』
大型絵本/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

夏休み中の定例行事

23(土）
おはなし会『えほんのへや』絵本の読み語
り・紙芝居・パネルシアター・わらべうた遊び

どなたでも 10：00～ 山本町生涯学習センター和室63-1041

おはなしの会『図書館友の会』
大型絵本・紙芝居・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
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