
第１８９号 ２０１７年 ３月号 

◇みつけられるかな◇ 

おひな様たちの中にまじっているよ。 
見つけてね。 
  

1. 皆をさがす みとよん 
2. うどんを食べる ぜにがたくん 
3. 両手を広げた とんぼくん 
4. 急いでやってきた ぜにがたくん 
5. ぼんぼりと戦う みとよん 
6. さかさまになっちゃった おひなさま 
7. あわてんぼうすぎる サンタクロース 
8. ねぼうして今ごろきた節分のおに 
 

 
◆おひな様のはじまり◆ 
   

むかし 紙の人形に 「自分がしてしまった悪い事やイヤなこと（災い）」をたくして、自分の身代わりに川に流してい
たのがおひな様の始まりです。 
それがだんだん人形が立派になり、流さずにかざるようになりました。 
ひな人形は子どものお守りのような意味となり、ひなまつりは子供の成長を願う日になりました。 
  
◆ひなまつりによく食べるものは◆ 
   

【ひしもち】  ひし形のおもちで、色が上から 桃、白、緑の３色です。こどもがすこやかに育ってほしいという 
願いが込められています。   色の意味は、桃（生命）白（雪の純白）緑（木の芽）   
  
【ひなあられ】  色はひし餅と同じ色で同じ意味を持ちます。ひなあられは 関東と関西では味や形が違います。 
  
【はまぐりのお吸い物】 はまぐりの貝殻は、対（つい）になっている貝殻でなければぴったりと合いません。 
このようにぴったりと合う人と結婚できて、よい夫婦になる願いを込めています。 
  
【ちらし寿し】   すしは漢字で 「寿司」 と書き 「寿（ことぶき）を「司（つかさど）る」という意味があり 
縁起がいいもの、お祝いの席で食べるものという意味を持っています。 
えび（腰が曲がるまで長生き）れんこん（見通しがきく）豆（健康でまめに働ける） 
と縁起のいい具ばかりを入れます。 このあたりでは「ばら寿司」という呼び方をすることもありますね。 
 



 

                              

 

   

 

 

 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ほんまもん体験☆『かがわのグリーン・ツーリズム』～農業・農村生活を体験～ 

『さぬきひめ』のいちご狩りにでかけましょう～ 

熟れた甘い実のサイン。おいしい実の見分け方 
🍓つやがあり、ヘタが新鮮。 

🍓ヘタの下がくびれてしっかり横に張っているもの。 

いちご屋 スカイファーム 高松市飯田町 656-1    ０８７－８８１－５２５６ １／３～５月中旬 

いちごハウスやぶき 高松市川島東町１７４８ ０９０－５２７６－８１１０ １／３～６月初旬 

小豆島ふるさと村いちご園 小豆島町室生２０８４－１ ０８７９－７５－２２６６ 12／17～5月中旬 

森のいちご 三木町上高岡 1611  ０８７－８９０－３０３５  12／28～５／３１ 

エス・エス・ケイ 三木町田中２９０６－２ ０９０－２７８１－８９８０ １月～4月 

道の駅 滝宮 いちご農園 綾川町滝宮１５７８(道の駅敷地内) ０８７－８７６－３３６１ １２／２３～５月 

ラ・フレーズ 観音寺市柞田町丁１４６    ５６－０５６７ ３月～５月予定 
 

『かがわのグリーン・ツーリズム』おすすめのさまざまな施設での素敵な体験メニューがほかにもたくさんあります。 

◆◇弥谷市◇◆ 
日 時： 3月 20日(月・春分の日) 10:00～15:00  

場 所： 弥谷山ふれあいの森広場 (三野町）  

問合せ先： 73-6228 弥谷市実行委員会  

内容：各種バザー、フリーマーケット、バルーン

パフォーマンス、古い発動機の展示、ビンゴ大

会、張子の虎絵付・販売、スタンプラリーなど、

楽しいイベント盛りだくさん♪ 

自衛隊車両の展示もあります！ 

地元の方が作る手打ちうどんは、大人気！ 

 

○日 時○ ３月２０日（月・春分の日） 

      午前１０時～午後３時 

 

 

○場 所○ 弥谷山ふれあいの森広場（三豊市

三野町） 

 

 

○アクセス○ 三豊鳥坂インターから 約１０分 

       さぬき豊中インターから約２５分 

  

 

◆◇ 2017 チャリティー全国 

うちわピンポン国際大会 ◇◆            
日時 ： 4月 2日(日) 10：00～15：00 

【要予約・締切 3月 21日(火)】 

場 所：丸亀市金倉町 924-1（丸亀市民体育館）                            

問合せ先： 090-1003-7979特定非営利活動法人 

かがわ子育て親育ちの会 

参加費： 500円    （定員：300人） 
内 容： ラケットを丸亀特産のうちわに持ち替えて

ダブルスで卓球を楽しむイベント 
①幼年の部(ネットなし) ②小学生の部など 

新しい『観音寺市民会館』 いよいよ 4月 1日開館～！ 
観音寺市民会館 開館記念事業のさまざまな公演が催されます 

◆◇開館記念コンサート◆◇      
日時：4月 1日(土) 10:30大ホール       入場無料(入場整理券必要)     

出演：観音寺市内小中学校・高等学校の合唱部・吹奏楽部、合唱グループ 
◆◇その他開館記念公演◆◇       

4月 1日（土） ピアノリサイタル     4月 2日(日) オーケストラ     4月 23日(日) 寄席 など 

 
4月 1日（土）ピアノリサイタル 4月 2日(日)オーケストラ 4月 23日(日)寄席 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

◆◇うたづの町家とおひなさん◇◆ 
宇多津の町なか約１００戸にお雛さんが飾られ

ます。古い町並みを巡りながら、地元の特産品や
食べ物の屋台、さまざまな催し物が楽しめます。 
 
日時：3／4(土)〜3／5(日) 9:00〜17:00 
開催場所： 宇多津町役場周辺 
問合せ先：うたづの町家とおひなさん実行委員会

事務局（宇多津町まちづくり課内） 
0877-49-8009 

 

◆◇第 1５回引田ひなまつり◇◆ 
古いまち並みの家々にお雛さまが飾られて、

一足はやい春の訪れがお楽しみいただけます 

日 時：2／25日（土）～3／3（金） 10～16時 

＊3／2（木）灯り雛あんどん飾りで 20：30まで 

場 所： 東かがわ市 JR 引田駅より 引田の

古いまち並み一帯 

     讃州井筒屋敷（東かがわ市引田 2163） 

主 催 引田ひなまつり実行委員会 

 0879-33-3450 

 

お問合せ 引田ひなまつり実行委員会  TEL 

0879-33-3450 

     東かがわ市ニューツーリズム協会 

TEL 0879-26-1267 

     東かがわ市商工観光課   TEL 

0879-26-1350 

「引田飾り」と呼ばれる豪華な飾りつけの雛人

形を、古い町並み一帯に展示。 

開催期間 2月 25日～3月３日  10:00～16:00 

※灯り雛/3／2 日没～20:30   

※3/2(月)は行灯でライトアップのた 20:30まで 

開催場所  東かがわ市 JR 引田駅前から引田

の古い町並み一帯 

問合せ先  引田ひなまつり実行委員会  

0879-33-3450 



♥さぬきこどもの国♥ 自然をテーマとした写真教室  
◆◇ジュニアフォトグラファーズ◇◆ 

一眼レフカメラでこどもの国の自然を写してみよう！ 
事前申込：２月１８日（土）９：００～受付開始 ※先着  
開催日：3 月 20 日（月）１３：００～１５：３０ 
対象：小学３年生以上の子ども（4 月から 3 年生も可） 
定員：３０名（先着） 参加費（無料） 
問合せ先: さぬきこどもの国 087-879-0500 
講師：フォトグラファー 水本 俊也   
＊キヤノン(株)より貸し出し一眼レフカメラを使用 
  
＊キヤノン(株)より貸し出し一眼レフカメラを使用 

 

  もと NHKディレクター松尾伸の「子育て図書館」 第４回 

菅原裕子著 『子どもの心のコ－チング』 

                 
この本のうたい文句はすさまじい。「いま一番売れている子育て文庫」  ６５万部突破 !! 

 

これまで、所謂子育て本は教育評論家、学者、あるいは小中高の現場のベテラン先生、有名大学に我が子

を入学させたカリスマお母さんなどが主な書き手でした。ところが、この本の著者は企業の人材開発コンサ

ルタントであり、自ら子育てを経験したお母さんでもあります。菅原さんの主張は子どもが大きくなって社

会に出て、そこで人から信頼される人であるためにはどのような子育てが望ましいのだろうか、という視点

から論を展開しています。 

 

いままでこの欄では、「ほめる子育て」の先生を何人かご紹介しましたが、この著者は「確かにほめ言葉

は子供の心を容易に支配することができる。しかし、それは褒められるという＜ご褒美＞が子供の行動を決

定しているのではないか、だから、それは子どもの自発的な意思によるものではないのではないか、と疑問

を投げかけます。 

 著者の経験によれば、自分の能力を存分に発揮し、社会で高く評価されている人というのは大きくわけ

て二つのタイプに分かれるといいます。ひとつは、自分の仕事に抑えられない興味、関心をもって仕事に取

り組んでいるひと。そういえば、ノ－ベル賞を受賞したひとはみんなこういう趣旨の発言をしていますね。

つまり仕事への強い興味、情熱といったものでしょうか。もう一つのタイプは、人の役にたった、人に喜ん

でもらったということに深い充実感を感じる人だといいます。こういう人は、人に信頼され、社会のなかで

本当にイキイキと生きられるのではないか、という主張です。 

  

ややきれいごとにすぎるではないか、とお感じになる方もあるかもしれませんが、人材開発コンサルタン

トの目からみた子育て論としてご紹介いたしました。 

    （ＰＨＰ出版刊 菅原裕子著 『子どもの心のコ－チング』定価 552 円）  〈文責 松尾 伸〉 

       

まちがいさがし ５つあるよ♪ 
  
 
 
 
 

 
 
春分の日ってなぁに？  

～2017 年の春分の日は、3 月 20 日～ 
 

☆ 昼
ひる

と夜
よる

の長さ
な が さ

が、ほぼ等しく
ひ と し く

なる日
ひ

   

☆『自然
し ぜ ん
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をいつくしむ日
ひ

』
」

 

として春
はる

の訪れ
おとずれ
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日
ひ
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「冬眠していた動物が起きて、お花が 

咲いてくる始まりの日」ともいえます。 

 
 
 
 
〈こたえ〉おひさま,とりのくちばし，  

はっぱ，かいだん，オレンジ 
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◆◇◆ 3月と春休みの定例行事 ◆◇◆ 

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

6年生の皆さん、保護者のかたがた 
ご卒業おめでとうございます。 
すてきな中学生になって 
時々小学校に遊びに来てくださいね。 

日（曜） 名　称 対　　象 時   間 場所・連絡先

観音寺市立中央図書館　　23-3960
※事前に連絡が必要（無料）

高瀬町図書館２Ｆ　児童室　 72-5631

三野町図書館　73-3121

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

幼児・小学生
・保護者

11：00～ 詫間町図書館 2階会議室 83-6828

幼児・小低学年・
保護者

10：00～ 仁尾町図書館　56-9565

おはなし会
（ボランティア「夢ふうせん」）

豊中町図書館 音楽室　62－643013：30～
幼児・小学生

・保護者

「たのしいおはなしのへや」

おはなし会

幼児～小学生

幼児～大人

幼児～小低学年

英語をたのしもう！ どなたでも 14：30～15：00

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 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

観音寺市立中央図書館　　23-3960

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

おはなしの会 （白ゆりクラブ）
絵本・工作・紙芝居

幼児・小学生・
保護者

14 ：00～ 詫間町図書館 2階会議室  83-6828

おはなし会 幼児～小低学年 10：30～11：10 観音寺市立中央図書館　　23-3960

春休み上映会『ともだちや』 幼児～一般
仁尾町文化会館多目的ホール
<連絡先>仁尾町図書館56-9565

幼児～大人 10：30～11：30

おはなしのへや
(ボランティア団体　まかろん）

幼児

英語をたのしもう！ どなたでも

10（金）

昔ばなしのおはなし会
（いろいろな国の昔ばなし）

14（火）

14：30～15：00

どなたでも

14：00～14：30

10：30～11：00

11：00～11：30

13：30～14：30

タッチケア＆わらべうた どなたでも 14：00～15：30

29（水）

♡♥♡　4月　♡♥♡

1（土）

24（金）

高瀬町図書館2F児童室　72-5631　「ぽっこりフリス
ビーをつくろう」 ＊はさみ・油性ペン持参

おはなし会
（図書館ボランティアによるおはなし会）

くるくる回るおもちゃをつくろう 幼児～小低学年 13：30～14：30

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　　23-39603（金）

観音寺市立中央図書館　　23-396013：30～14：10幼児～小低学年おはなし会

♡♥♡　3月 ♡♥♡

豊浜図書館　　52-1206

うたおー！つくろう！やってみよー！
「おはなしと工作の会」

高瀬町図書館2F児童室　72-5631　「ゆらゆらフォト
スタンド」 ＊はさみ・フェルトペン持参

10：30～11：30幼児～大人

7（金）

10：30～11：30 大野原図書館 54-5715

幼児～小低学年 10：30～11：00 豊浜図書館　52-1206

おはなし会 (おはなしの会・たかせによる
季節のおはなし会）

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

英語のおはなし会

14：30～15：00 観音寺市立中央図書館　　23-3960英語をたのしもう！ どなたでも

財田町公民館図書室　67-010814：15～

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)
3/15申込締切　豊浜中央公民館 52-1203

15（水）

17（金）

うたおー！つくろう！やってみよー！
「おはなしと工作の会」

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 2階会議室 83-6828

25（土）

かみしばいの会『おとひめズ』
紙芝居・大型絵本

幼児・小学生・
保護者

14：00～ 詫間町図書館 2階会議室 83-6828

雑誌無料提供   [ 保存期限（2年）の切れた
雑誌を無料で提供します ]

一般 10：00～17：00
詫間町図書館 閲覧室　83-6828
※冊数制限はありません

19（日）

12（日）

18（土）

雑誌無料提供   [ 保存期限（2年）の切れた
雑誌を無料で提供します ]

一般 10：00～17：00
詫間町図書館 閲覧室　83-6828
※冊数制限はありません

4（土）

おはなしの会 （白ゆりクラブ）　絵本・工作
幼児・小学生

・保護者
14 ：00～ 詫間町図書館 2階会議室  83-6828

11（土）

おはなしの会『えほんのくにチャオ』
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

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

観音寺市立中央図書館　　23-3960

観音寺市立中央図書館　　23-3960

高瀬町図書館２Ｆ　児童室　 72-5631

えいごのおはなしの会
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