やなせたかし

示
板

Ａ．２０２１年高知家手帳はニュー●●●●色
です。
Ｂ．図書館では９月２０日に『●のお譲り会』
を行います。ぜひご来館ください。

掲

◆日曜市ペット同伴入
場禁止について

第 １ ２５回
回 かみかみクイズ
クイズ

Ｃ

リューくん

アユちゃん

【実施開始日】
月 日（日）
【場所】
土佐山田町日曜市平成組合
【問い合わせ先】
土佐山田町日曜市平成組合
理事長 野中 紀代穂
☎ ０９０・８８８５・３９８８

◆にっぽん縦断こころ旅
お手紙募集

10
4

旅）』。９月 日、北海道
をスタートし、日本縦断を
する 週間の旅です。番組
では、みなさんからのお手
紙で旅のルートを決定する
ため、市内の『忘れられな
い場所、風景』にまつわる
手紙を募集しています。
【放送予定】 月 日 月( 〜)
月 日 金( )
【応募期限】
月９日（月）必着
【応募内容】
住所、氏名、電話番号、性
別、年齢、思い出の場所、
風景にまつわるエピソード
【応募方法】
ホームページまたは、郵送、
FAXで応募ください。

http://nhk.jp/kokorotabi

０３・３４６５・１３２７

11

瀧のシブキちゃん

龍河洞

物部

タンちゃん

さんちゃん

土佐山田町日曜市平成組
合は、中央東福祉保健所と
協議した結果、食料品等衛
生上、日曜市の場内へのペ
ット同伴での入場を禁止に
します。ペット同伴の場合
は、日曜市の場外にペット
をつなぎ、入場してくださ
い。よろしくお願いします。

掲載を希望される方を募集中！
申し込みは誕生月の前月１日まで 。
問 総務課 ☎５３－３１１２

ＮＨＫ Ｂ-Ｓプレミアムで
放送予定の、『にっぽん縦
断 こころ旅（２０２０秋の

やなせたかし

Ｃ

ゆずぼうや

山
物
香
※○は土佐山田町、○は香北町、○は物部町です。

補
※助犬は入場可

ご応募をおまち
しています

土佐打刃物

さんれい

森のモリくん

あじさいひめ

今月満１～３歳の誕生日を迎える
今月満１～３歳の誕生日を迎え
お子さんを紹介します。

応募方法

12
25

12

12

１５５

21

21

今月の賞品
今月の賞品
全問正解者の中から抽選で
合計２名様に贈
合計２名様に贈呈！

炭酸割りで
ゆずスカッシュ！！

ハガキまたはEメールで①クイズの解答②住所
物部の濃縮ゆずドリンク
物部の濃縮
部の濃
部の
部
部の濃縮ゆずドリンク
濃縮
濃縮
縮ゆず
縮ゆ
ゆず
ゆ
ずドリンク
ず
③氏名④電話番号⑤誌面の感想を記入の上、応
応 物
２本セット
２本
本セット
本セッ
セッ
セ
ット
募してください。応募は１人１通とさせていただ
だ２
※当選者は誌面で発表します。
きます。
■応募締切 ９月３０日（水）必着
解答は、今月号の誌面
■あて先
〒７８２－８５０１（住所記載不要）
にあるよ。
ケイタイからメールで応
ケイタイからメ
ルで応
香美市広報委員会事務局かみかみクイズ係
募しよう。
E

第１２３回当選者

澤田祐子さん・公文定子さん
清遠文博さん（応募総数３０通）
第１２４回の解答 A．レジ B．水
【問い合わせ先】総務課 ☎５３－３１１２

Ｃ

その歌を聞くと、とてもな
つかしいです。読書も好き
です。私の専門はナノテク
ノロジーで、宮崎大学でも
勉強していました。そこで
はミャンマーの友だちがい
ましたから何でも大丈夫で
した。高知に来る前、私は
心配でしたが高知に着いた
ら心配がなくなりました。
香美市の皆さんは親切です。
香美市は静かだと思います。
香美市の生活は楽しく、希
望があります。私はミャン
マーと高知の交換留学プロ
グラムをつくりたいです。
実現すればいいなあと思っ
ています。香美市の皆さん、
これからもよろしくお願い
します。

左から２番目がテッスワイさん

Kami

おたんじょうび
おめでとう

〒１５０ ８
‐００１
ＮＨＫ「こころ旅」係
【問い合わせ先】
NHKふれあいセンター
☎ ０５７０・０６６・０６６

ただいま

テッスワイ

ミャンマー／ヤンゴン

こんにちわ。
ミ
“ンガラーパ ”
私の名前は “HtetSu Wai”
です。カタカナで書くと
テ
“ッ ス ワ イ で
”す 。 ミ ャ
ンマーのヤンゴンから来ま
した。ミャンマーは東南ア
ジアにあります。ラオス、
タイと中国が隣の国です。
ヤンゴンはミャンマーの一
番大きい都市です。ミャン
マーは金のパゴダ（仏塔）
が有名です。どこからでも
パゴダが見えます。多くの
人が仏教を信仰し、毎日お
寺に行きます。ミャンマー
の食べ物は安く、いろいろ
な果物があります。特にマ
ンゴーが安いです。ほとん
どの家にマンゴーの木があ
ります。
私は歌が好きで、大学生
のとき友人たちと大学の歌
を作りました。行事などで
２３

モモコちゃん

フラくん

ら片付けまででおおよそ３０
分かかりました。終わるころ
には汗だくで、「これは大変
ですね」と先生に声をかける
と、「これを給食前と放課後
に１日２回やってるんです
よ」と涼しげな顔で答えられ、
思わずため息が出てしまいま
した。
このような取り組みは４月
の新学期から始まったそうで、
ただでさえ授業時間が少なく
なりカリキュラムの見直しな
ど忙しいなかでのこの作業に
は頭が下がります。どの学校 ▲児童がよく触れる
場所は念入りに！！
でも、日々このような作業を
行い、感染防止に務めているそうです。小中学校に
通われるお子さんの保護者の方々には、ぜひ教員の
方々にねぎらいの言葉をお願いいたします。
新型コロナウイルス感染症は各方面に様々な影響
を与えています。マス
クの着用や手洗い、う
がいなどを行い、終息
の時まで、市民一丸と
なって頑張っていきま
しょう。
（広報班 岩本）

No.１６０

▲

かりかり

フラフラ

ゆずぼうや

たけちゃん

現在、香美市内の小中学校
では、新型コロナウイルス感
染症の感染拡大防止のために、
登校時の検温や授業形態の工夫等、いろいろなこと
に取り組んでいます。今回は、その中の消毒作業の
お手伝いをしに山田小学校に行ってきました。
お邪魔したのは、児童数約４０名の６年生の教室
です。対応していただいた北村先生が丁寧に消毒の
手順を教えてくれました。
まずは、ゴム手袋をはめ、消毒液の入ったバケツ
に雑巾を浸け、絞り過ぎ無いように、軽く絞ります。
その雑巾で机を拭き、椅子を拭いていくのですが、
これになかなか時間がかかりました。１脚３０秒で
４０脚拭いていくと、机と椅
子だけで２０分程かかります。
しかし、これで終わりでは
ありません。ドアの取手や
照明のスイッチなど児童が
よく触れる場所を念入りに
消毒していきます。準備か

しいたけ

放課後の学校で消毒作業！！

ぎんちゃん

コロナに
負けるな！！

ぎんなん

さくらてんし

体験レポート

やなせたかし

ぎんなん ぎんちゃん

(山田高校マンガ部)

Kami ２２６

