
 

 

 

 

 

 

 

 

  

第 193 号 2017 年 夏休み特別号 

 

いよいよ待ちに待った楽しい夏休み～！！ 

お祭りに参加したり、花火を見たり・・ 

夏休みしか体験できないことにもチャレンジしたいね！ 

まずは・・宿題をやっつけよう！ 

 

～☆体験教室・宿題応援教室☆～ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◇ 夏休みポスター教室＆チャレラン体験教室 ◇ 

 

主 催：香川 TOSS おり～ぶ (子ども・家庭を応援する教師の団体) 

日 時：７月３０日（日）１３：００～１６：３０（定員：５０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家庭の日   Ｄその他 

   （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  新聞紙  

参加資料代：３００円（当日集金）                

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

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

○ 申込み内容：①お子様のお名前（学年）  ②学校名 

③引率保護者のお名前      ④連絡先お電話番号（できれば携帯） 

⑤メールアドレス(参加者メーリングリストに登録させていただき今後の 

教育イベント情報を発信させていただきます) 

⑥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。 

※D を選んだ人も何のポスターを描くか明記してください。 

○ 締め切り：  ７月２５日(火) 定員になり次第締め切ります。 

※  原則として保護者同伴でお願いします。 

 

後援：三豊市教育委員会 観音寺市教育委員会 







日（曜） 名　　称 対　　象      時   間 場　所・連　絡　先
21(金) 英語をたのしもう！ どなたでも 14：30～15：00 観音寺中央図書館　　23-3960
7月 おはなし会 幼児～低学年 10：30～11：10 観音寺中央図書館　　23-3960

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

げんきのきミニコンサート 幼・小低・保護者 14:00～14:30 仁尾町文化会館 多目的ホール 56-9565
おはなしの会「図書館友の会」大型絵本・紙芝居 幼・小・保護者 10:00～ 詫間町図書館 2階　会議室   83-6828
おはなし会 幼児～大人 10：30～11：00 高瀬町図書館 ２階  児童室　 72-5631

28(金) 英語をたのしもう！ どなたでも 14:30～15:00 観音寺中央図書館　　23-3960

8月
2(水）

夏休みアニメ映画会「ぶんぶく茶釜・ももたろう」他 幼児～小学生 14:00～15:00 詫間町図書館　２階　会議室　83-6828
4(金) 英語をたのしもう！ どなたでも 14:30～15:00 観音寺中央図書館　　23-3960

おはなし会 幼児～低学年 13：30～14：10 観音寺中央図書館　　23-3960
工作教室(キーホルダーをつくろう！） 幼児～低学年 13：30～14：30 豊浜図書館　52-1206

8(火) 英語のおはなし会 どなたでも 11:00～11:30 観音寺中央図書館　　23-3960
9(水) 夏休み上映会　「ふしぎな島フローネ」 幼児～一般 13:30～15:00 仁尾町文化会館 多目的ホール 56-9565

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
12(土) おはなし会（図書館ボランティアによるお話会） 幼・小低・保護者 10：00～ 仁尾町図書館　56-9565

さかなつり遊び！ (つり遊び後ぬりえ) 幼児～ 14::00～ 山本町生涯学習センター　63-1041
16(水) 夏休みアニメ映画会「したきりすずめ・一寸法師」

他
幼児～小学生 14:00～15:00 詫間町図書館　２階　会議室　83-6828

18(金） 英語をたのしもう！ どなたでも 14：30～15：00 観音寺中央図書館　　23-3960

昔話＆わらべうた どなたでも 14:30～15:00 観音寺中央図書館　　23-3960

親子フラワーアレンジメント教室(参加費1000円) 小学生と保護者 10：00～11：00 豊浜支所分館第8会議室　8/16(水）締切   52-1203

出前お話会『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２階　児童室　 72-5631

20(日) 阿部恵 おはなし会「パネルシアターで遊ぼう」 親子 10:00～10:40 三野町社会福祉センター　83-6828

22(火) げんきのきミニコンサート・絵本のよみきかせ 幼児と保護者 10:00～10:30 財田町公民館大会議室  　67-0108

24(水) 「まかろん」による絵本読み聞かせと手遊び 幼児と保護者 10:00～10:30 財田町公民館図書室　67-0108
25(金) 英語をたのしもう！ どなたでも 14:30～15:00 観音寺中央図書館　　23-3960

おはなし会 幼児～低学年 10：30～11：10 観音寺中央図書館　　23-3960
おはなし会 幼児～低学年 10：30～11：00 豊浜図書館　52-1206
おはなしの会たかせによる季節のおはなし
会

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

　～～めいろにちょうせん！～～
　 ※　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

2６(土）

19(土）

23(水）
夏休みおはなし会　「夢ふうせん」によるおはなし
会と香川高専「SPOT」によるジャグリングショー

幼児・小学生・
保護者

10：00～

かみしばいの会「えいごのおはなし会」
紙芝居・大型絵本・工作

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・お楽しみ大会

幼児・小学生・
保護者

10：00～ 豊中町図書館　音楽室 　62－6430

豊中町図書館音楽室　 62－6430

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

5(土）
うたおー！つくろうー！やってみよー！
おはなしと工作の会　「ネコの貯金箱を作ろ

幼児～大人 10：30～11：30
高瀬町図書館2階　児童室　72-5631
※はさみ・のり・フェルトペン持参

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～ 詫間町図書館 2階会議室  83-6828

26(水）
夏休みおはなし会  ボランティア『夢ふうせ
ん』によるおはなし会と三野優マジックショー

幼児・小学生・
保護者

10：00～ 豊中町図書館　音楽室 　　62－6430

2９(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・小・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

22(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

＜編集・発行＞ 

三豊観音寺地域子どもセンター  

   （事務局：観音寺市教育委員会文化振興課） 
〒768-8601 観音寺市坂本町一丁目 1 番 1 

観音寺市中央公民館２Ｆ 

✉ sankankodomo-cic@future-firm.com    

☎/Fax57-5620 (子どもセンター）  

☎ 23-3943 (文化振興課） 

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