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がいっぱい!!春春春 は トイベントイベントイベン

４月４日（土）　午後１時～９時
　　５日（日）　午前９時～午後３時
道の駅「たからだの里さいた」戸川ダム公園周辺

内　容

●世にも不思議なマジックショー
●爆笑ものまねライブ　●ジャンボ花火大会
●けん玉チャンピオン
●津軽三味線＆民謡ライブ
●ファイヤーマン「ヒックス」ショー

４日

５日

※両日とも各種バザー、バーベキュー、抽選会でお楽しみ　
▲

問い合わせ　　之丞まつり実行委員会（財田支所事業課内）
　　　　　　☎６７－０１０４

４月５日（日）　午前１０時～午後３時

朝日山森林公園

▲
問い合わせ 高瀬事業課　☎７３－３０２７

４月２９日（水／祝）　午前１０時～午後３時

三野町吉祥寺周辺

内　容

●ノスタルジックカーパレード
●小学生相撲大会
●お釈迦様と象のパレード
●バルーンパフォーマンス
●各種バザー

内　容

▲

問い合わせ 三野支所事業課　☎７３－３１１３

第24回 　之丞まつり

朝日山森林公園桜まつり

第14回 よしづ花まつり 

第24回 　之丞まつり

朝日山森林公園桜まつり

第14回 よしづ花まつり 

●高瀬銘茶の販売
●芝スキーで遊ぼう
●金魚すくい・ヨーヨーつり
●盆栽展（花・植木の即売）
●津軽三味線もちつき
●わた菓子プレゼント
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さあ、みんなで出かけよう！

４月２９日（水／祝）　午前９時～午後３時

高瀬茶業組合周辺

内　容

●茶畑ろ～どウォーク
●お茶席
●地野菜の販売
●新茶摘み・お茶の手もみ体験（無料）

●たけのこ掘り体験（有料）
●揚げたてのたけのこの販売
●新茶の天ぷらの試食

▲
問い合わせ 高瀬二ノ宮ふる里まつり実行委員会

４月２９日（水／祝）　午前９時～

▲

問い合わせ 生涯学習課　☎６２－１１１３

第18回 二ノ宮ふる里まつり
　　　　　　　～Greenみとよ～

2009こんぴら健脚大会（三豊市コース）

つたじまスタンプラリー

第18回 二ノ宮ふる里まつり
　　　　　　　～Greenみとよ～

2009こんぴら健脚大会（三豊市コース）

つたじまスタンプラリー

５月５日（火／祝）　午前９時３０分～１２時３０分

　　　　　　　　　（受付　午前９時～１０時３０分）

つたじま

内　容

●スタンプラリー … 島内６カ所のポイントを
　　　　　　　　　  巡りながら、島を一周
●イベント…ビンゴゲーム・バルーン教室等
※子ども（小学生以下）たちの渡船代と軽食代は無料。
※軽食は焼きそばとおにぎり・ジュースなど。
※子ども会等団体の参加は、４月２２日（水）までに
　生涯学習課へお申し込ください。

集合場所 市役所前駐車場

参加資格 どなたでも（小学生以下は保護者同伴）

申し込み 生涯学習課または各支所市民サービス課（高瀬
は市民課）にある、申込書に必要事項を記入し
お申し込みください。（当日受付も可）

参加料 無料（現地解散になりますので帰りの交通
費等は実費になります）

準備物 弁当、飲物、雨具、タオル、ごみ袋等

申し込み期限 ４月２３日（木）

コース 市役所 ⇒ 高瀬川 ⇒ 麻小学校（昼食） ⇒
牛屋口 ⇒ 琴平町高燈篭

▲

問い合わせ 生涯学習課　☎６２－１１１３

約１８km

※小雨決行
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商工観光課　☎６２－１１２９

▲

申し込み・問い合わせ

「七福求めて　ぶら～り　みとよ」事務局（三豊市商工会事務局内）
☎７２－３１２３（平日午前９時～午後５時）　http://www.maidookini.jp/

▲

申し込み・問い合わせ

集合場所

午前　時　 分月 9 40日（土）254

ＪＲ土讃線讃岐財田駅

コ ー ス

５００円（保険料込み）参 加 料 ４月２３日（木）申し込み期限

約１８km（約６時間５０分）

宝山湖のビオトープと二ノ宮・三ノ宮ウォーク駅から駅から

　香川用水調整池「宝山湖」。湖畔には遊歩道などが整備
され、のんびり歩くにはピッタリ！また、新緑鮮やかな茶
畑や歴史ある神社を巡るバラエティ豊かなコースです。

アジの野菜あんかけ

■材料

３４No. 豊中町学校給食センター

・三枚おろしのアジ
・塩・油・小麦粉
・たまねぎ、にんじん、し  
　めじ…せん切り
・ねぎ…小口切り
・しょうが…みじん切り
・だし（だし汁5：酒1：み
りん1：濃い口しょうゆ1）
・砂糖、でんぷん…少々

作り方

①三枚おろしにしたアジに、塩を軽くふり、小麦粉をまぶ
してフライパンで焼く。

②だしの中で野菜を煮て（しょうがは、あとの方で入れる）、
調味料を加えて味付けする。（砂糖を加えるなど）

③水溶きでんぷんでとろみをつけて、焼いたアジにかける。

小学校で、子どもたちとお魚を料理しました

ＪＲ讃岐財田駅 ⇒ 品福寺 ⇒ 宝山湖 ⇒
三ノ宮神社 ⇒ お茶畑 ⇒ 大水上神社 ⇒
高瀬茶業組合 ⇒ ＪＲ高瀬駅

ほんぷく

　桑山小学校１年生の親子で「お魚料理教室」を行いました。

以前、授業で魚のことについて勉強すると、魚が好きになっ

たり、食べ方が上手になったりした子が増えたそうです。そ

こで、もう一つステップアップの企画として、授業参観に当

センターのお魚博士が

参上し、親子でいっし

ょにアジをさばきまし

た。心配をよそに、１

年生でも積極的に調理

していました。「料理

って楽しいんだな」と

感じてもらえた楽しい

教室になりました。

こうすると、
いいよ。
意外と簡単！

まち歩きナビゲーターの
七福ちゃん

まち歩きナビゲーターの
七福ちゃん

皆さん、こんにちは。
私といっしょに、
隠れたみとよの魅力を
見つけましょう！ 三豊のええとこをのんびり巡るまち歩き。今回も自然あり、歴史あり、

うまいもんあり、伝統の技ありと、三豊の魅力がいっぱい！ 

七福求めて七福求めて
みとよみとよ

全コース定員１５人・要予約　コ ー ス 紹 介

①風薫る茶畑を歩いて、新茶をいただこう！
４月１９日（日）・２５日（土）　午前９時３０分～
高瀬町二ノ宮農業構造改善センター集合　参加料１,５００円

４月５日（日）、５月１７日（日）　午前１０時４５分～
須田港集合　参加料２,０００円（船代別途６４０円）

④花ざかり、春の粟島へ　よう来たナァー

②来てみ～の！　ノスタルジックな散歩道
４月２６日（日）、５月２日（土）　午後１時～
インパルみの集合　参加料１,０００円

４月１８日（土）、５月９日（土）　午前１０時～
仁尾町文化会館集合　参加料１,０００円

⑤仁尾むかしさがし

③桜舞う本山寺・稲荷神社と匠の技の岡本焼
４月４日（土）・１２日（日）　午後１時～
本山寺および高良神社駐車場集合　参加料１,０００円

４月１１日（土）、５月３日（日）　午前１０時～
道の駅「たからだの里　さいた」物産館前集合　参加料１,５００円

⑥財田上ノ村　里山めぐり

（予約受付中につき、お早めにお申し込みください）

要予約
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ホストファミリー大募集！　世界中の人との出会いを通して、あなたも「地球市民」になろう

（財）三豊市国際交流協会事務局の場所が変わります

外国語講座　４月期 ちびっこ英会話

三豊市国際交流協会から

（財）三豊市国際交流協会　　☎５６－５１２１　http://web.sun-age.or.jp/mitoyo/index.html

　三豊市国際交流協会事務局が４月１日にマリンウェーブ内に移転しました。国際交流協会は市民の多くの人が気軽に

立ち寄れるような「国際広場」を目指して、日々改革を進めています。ぜひ、新しい事務局にも遊びに来てください！

　外国人ゲストを受け入れるホストファミリーを大募集しています！

さまざまな国の外国人ゲストをあなたの家族の一員として受け入れ、

日常生活を共にし、相互の交流を深めませんか？

◆どんな外国人ゲスト？

　三豊市の友好都市からのゲスト（中学生～大人）やその他三豊市を

訪れる外国人

　＜三豊市の友好都市紹介＞

　・中国陝西省三原県　　・韓国慶尚南道陜川郡

　・アメリカ合衆国ウィスコンシン州ワウパカ

◆応募条件

　国際交流への熱意や理解があり、ボランティア精神あふれる人なら

どなたでも歓迎です！　

　詳しくは三豊市国際交流協会までお問い合わせください。

◆移転先

　マリンウェーブ

　三豊市詫間町詫間１３３８－１２７

　☎５６－５１２１　　８３－８２８１

◆休館日

　毎週火曜日（その日が祝日の場合は翌日）

　国民の祝日

　年末年始（１２月２９日～１月３日）

世界中の人とコミュニケーションしよう！

（韓国語・中国語・英会話）

４月から小学校で英語の授業が開始されます。

世界に羽ばたくための準備は、今からでも遅くない！

４月１４日（火）スタート！無料体験レッスン受付中！！

期　間 ４月１４日（火）～７月中旬

曜　日 火～金曜日

時　間 クラスによって変わります

場　所 高瀬町公民館、マリンウェ－ブ

受講料 １８,９００円（全１２回）
※テキスト代別途

※４月９日（木）までにお申し込みください。 ※４月９日（木）までにお申し込みください。

対　象 ３～１０歳児

曜　日 火・木・金曜日

時　間 午後４時～、５時～

場　所 マリンウェーブ、山本町生涯学習センター、
高瀬町公民館、三野町文化センター（予定）

受講料 １,５７５円×授業回数


