
  

６月４日は、虫歯の日 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

むし歯があっても宇宙飛行士になれるの？ 

 「フライト前にちゃんと治療すれば大丈夫です」と、JAXA（宇宙航空研究開発機構）のフライト

サージャン（宇宙航空医学の医師）が言っています。むし歯があっても治療してあれば問題はな

く、歯に詰め物があっても大丈夫です。 

 宇宙飛行士は、打上げの前に、外れそうになっている詰め物はないか、飛行中に悪化しそうな

歯はないか、歯科医師に検診を受けます。 

 宇宙飛行士は、もしむし歯や不十分な治療の歯があると、ひどい歯痛が起こる可能性がとても

高くなります 。  むし歯予防をすることは誰にとっても大切なことですが、 将来、宇宙飛行士を

目指す方は、特にしっかりケアをして、できるだけむし歯をつくらないように頑張りましょう 。 

 

 

 

第１９２号 ２０１7年６・7月合併号 

号 

歯磨き後のうがいは１回？ 

 むし歯予防にはフッ素入りの歯みがき剤（ペースト、粉など）が良いといわれています。 

 ところが歯みがきの後に何回もうがいをすると歯みがき剤に含まれるフッ化物が流れて薄くなってしま

うのです。歯磨き後に汚れを吐き出した後の仕上げのうがいは、ごく少量の水で１回だけにして、しばらく

飲食しないことにより再石灰化効果が高まると言われています。 

 現在、国内で販売される歯磨き剤の多くは身体に安全な濃度ですので安心して使用できます。 

 

毎日、キチンとはみがきして、虫歯にならないように気を付けよう!! 

抜けた上の乳歯を床下へ、下の乳歯は屋根の上に投げれば永久

歯がちゃんと生えてくる 

 昔から、「健やかな身体に育つように」という願いを込めた言い伝

えやおまじないは、各地に多く伝えられています。 

 上の乳歯を床下へ、下の乳歯を屋根上へ投げるのは、続いて

生えてくる永久歯をその方向へちゃんと導いてくれるように、という

おまじないです。 

 またその際、「ネズミの歯のように強くなーれ！」や「ネズミの歯と

変ーわれ！」というような願いを掛けることが多いようです。ネズミ

の歯が後から後から伸び続けることにあやかったのでしょう。 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

2017年 6月 10日（土）10：00～16：00（9:30 開場） 

2017年 6月 11日（日）10：00～16：00（9:30 開場） 

場 所 : 三豊市仁尾町無人島「つたじま」 

＊荒天時はプログラムの変更及び中止の場合があります。 

小雨程度で安全な運営が可能な場合は、開催します。 

＊島への渡船代（往復大人 400円 子供 200円）、 

各プログラムには別途料金が必要です。 

◆瀬戸内 DAYOUT2017の各プログラムの詳細はスタッフブログで 

随時ご紹介しています。 

◆一部チケットの購入が必要なプログラムがございます。 

総合受付にてチケットをお買い求めください。 

 

第３３回 香川用水水口祭  

日時 : 平成２９年６月１１日（日）午前１０時～ 

場所 : 香川用水記念公園（水口の広場）  

※神事の後には、地元財田の「鍬踊り保存会」と「長野獅子組」

による奉納、「大野原龍王太鼓」の奉納、手打ちうどんの接待が 

あります。 

 

もとＮＨＫデイレクター松尾伸の「子育て図書館」 第六回       

金盛浦子著 「男の子を追いつめるお母さんの口ぐせ」  （静山社刊 定価 600円） 

 

 この本は非常に刺激的な書き出しではじまっています。 

「お母さんの何気ない口ぐせが、どんなに男の子を傷つけているか、ご存じですか？」 

「母親は自分が女性であるため、男の子は強く、おおらかなものと信じこんでいます。しかしながら男の子は 

女の子以上に傷つきやすく、繊細な心をもっているのです」。  そして著者は「男の子を傷つけるお母さんの    

口ぐせ」を幼児期、小学生、中学生、高校生ごとにわけて実に 56コをあげてます。 

例えば 

幼児期の子供を傷つけるお母さんの言葉  

◎何をグズグズしてるの。早くしなさい。お母さん忙しいのよ。 

◎そうやっていつまでも泣いてなさい。もう知らないから。 

小学生篇  ◎あなた兄ちゃんでしょ、しっかりしなさい。 ◎あなたのために言ってるのよ。 

◎どうせできっこないわ、あんたなんかに。 

中学生篇  ◎なんであんないやらしい本よんでるの、お母さんがっかりだわ。 

◎まだなんにもわかってないくせに。偉そうに。  ◎またそんな言い訳して・・ 

高校生篇  ◎何が気にいらないの。ハッキリいいなさい。  ◎諦めなさい。あんたには期待してないんだから。 

◎そんな甘い考えじゃ生きていけないわよ。しっかりしなさい。 

お母さん方はついついこんな言葉を「口ぐせ」のように子供に投げかけていませんか。こういう言葉が子供の

心に何をうみだすのか？この本は「お母さんと男の子との関係」について具体的なヒントをくれると思います。 
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はがき・ゆうびん教室 
日 時:平成２９年６月２４日（土）９：３０～１２：００ 

会 場:高瀬郵便局 

主 催:高瀬郵便局 香川ＴＯＳＳおり～ぶ（教員の団体）  

主な内容:（変更する場合もあります。） 

（１）はがきゆうびんクイズ・チャレランゲーム 

（２）暑中見舞いをかいて出そう 

（３）ゆうびんきょく探検 

準 備 物:筆記用具 絵の具セット 

参加対象:小学生とその保護者 

※幼稚園以下のお子様には、保護者の方が必ず付き添って

ください。 

定  員:２０名（原則として保護者同伴でお願いします。） 

その他:お車は高瀬郵便局駐車場にお停めください。 

お問い合わせ,お申込み先; 事務局 齋藤徳三 

       ０９０－４７８４－１２７９ 

sa１i２to３to１ku２zo３＠docomo.ne.jp 

お申し込み内容:①お子様のお名前 ②学年 ③学校名  

④引率される保護者のお名前 ⑤ご連絡先お電話番号  

⑥メールアドレス（任意） 

※お申込みいただいた情報は、このイベントに関する連絡、

また、ＴＯＳＳおり～ぶ主催のイベントの紹介以外には 

使用いたしません。 

  運動で友だちの輪を広げよう！交流教室   
～器械運動・ボール運動～～マット・鉄棒・ボール 

運動が上手になる！！～ 
日 時：平成２９年６月１０日（土） 

８：４５受付開始 ９：００～１１：００ 

場 所：三豊市立曽保小学校（仁尾町）体育館 

（駐車場：運動場※必ず運動場の端を通ってください。） 

主な内容：マットや跳び箱を使った運動遊び 

マット運動・・・前転・後転・かべ倒立・側方倒立倒立

回転など 

鉄棒運動・・・・いろいろな鉄棒遊び・前回り・逆上が

りなど 

ボール運動・・・ボールを使った運動・ボールゲーム 

など 

持ち物：運動のできる服装、体育館シューズ、水筒、 

汗拭きタオル 

対 象：小学１～６年生（原則として、保護者同伴でご

参加ください。※保護者の方が必ずついてくださる場合

には、幼稚園児も参加可能です。） 

定 員：４０名（定員になりしだい締め切ります。） 

〆 切：６月７日（水） 参加料：無料 

お申込みは下記アドレスまで、参加者メーリングリスト

に登録させていただき、今後の情報発信をさせていただ

きます。 

①氏名（ふりがな）・学年 ②学校名 ③保護者氏名  

④電話番号をお送りください。 

受付メールを返信いたします。 

 

マット運動や跳び箱運動が「ちょっと苦手

だなあ」と感じている人向きの教室です

が、どなたでも参加できます。 

 

お申込み：齋藤徳三  携帯メールアドレス

sa1i2to3to1ku2zo3@docomo.ne.jp 

お問合せ：齋藤 徳三 携帯電話 090-4784-1279 

（平日は１７：００以降でお願いします。） 

 

こんな事が得意なのだけど、 

手伝えることがあるかな? 

 

ami あみ通信で、こんな

情報のせてほしいな。 

ちょっとだけのお手伝い

でも、いいかしら? 

 

お父さんでも、あみ通ボランティア

できるのかな? 

 

パソコン苦手だけど、 

だいじょうぶ? 

 

あみ通にのってたところに 

行ってみたよ。 

ami あみ通信をお手伝いいただけるボランティアの方、ご意見、感想など募集しています!! 

三豊観音寺地域子どもセンター 

〒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@future-firm.com      

または、Tel ０８７５－２３－３９４３ 観音寺市役所文化振興課 まで、お問合せください。 

 



日(曜) 　　　　　　　名　称 対　象 時　間 場所・連絡先

2（金） 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　

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！ 

　◆おはようハト時計を作ろう！

おはなしの会「白ゆりクラブ」　紙芝居・絵本・工作 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 　◆うちわをつくろう！ 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）

9（金） 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　

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

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　FAX73-3120

紙ひこうきを飛ばそう！ どなたでも 14：00～ 山本町生涯学習センター研修室　　連絡先:山本町図書館　63-1041

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　 

11（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（火） 英語をたのしもう！ どなたでも 11：00～11：30 観音寺市立中央図書館　23-3960　

16（金） 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　

親子フラワーアレンジメント教室　※6月15日〆切 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 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　※雑誌類・汚れ・痛んでいる物は交換不可

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」◆紙芝居・大型絵本・

工作
幼児・小学生・保護者 14：00～ 詫間町図書館 2F会議室 83-6828 ◆大型絵本「おまえうまそうだな」他

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

23（金） 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　

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 10：30～11：10 観音寺市立中央図書館　23-3960　

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」◆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　連絡先:山本町図書館　63-1041　

30（日） 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　

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！ 

◆スイカぱくぱくを作ろう！

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 ◆パズルをつくろう！ 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）

2（日） げんきのき・おはなしコンサート 13：30開演 みとよ未来創造館2F　会議室A・B　お問合せ:高瀬町図書館72-56321

7（金） 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　

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

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　FAX73-3120

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

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　 

9（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

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

14（金） 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　

親子フラワーアレンジメント教室　※7月12日〆切 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 連絡先：豊浜中央公民館52-1203

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

自然を調べよう！(自由研究お助け教室) 小・中学生 14：30～15：00 観音寺市立中央図書館　23-3960　

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（金） 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　

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 幼児～小学低学年 10：30～11：00 観音寺市立中央図書館　23-3960　

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

28（金） 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　

29（土） 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

10：30～11：30 高瀬図書館2F　児童室　72-5631

15（土）

22（土）

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

10（土）

17（土）

24（土）

幼児～

8（土）

1（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

持ち物は、 
はさみ・のり・ふぇるとぺん 

◆かわいいカエルの 

キーホルダーをつくるよ！ 

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 〒768-8601 観音寺市坂本町一丁 目1番1号 観音寺市中央

持ってきた冊数分（最大５冊まで）交

◆大型絵本「ぐるんぱのようちえん」 

紙芝居「ホタルくんとカエルくん」他 

工作・チャオくんとおはなしなど 
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