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◆子育て講演会
１月に北海道から移住して
香美市民となりました︒香
美市のことを少しでも知り
たいと︑広報香美を手に取
り︑土佐打ち刃物の記事を
読みました︒遠い昔︑祖母
から︑祖父が刀鍛冶師だっ
たと聞かされたことを思い
出しました︒目の部分にサ
ンゴを使用したあかめナイ
フのこと︑土佐の匠のアイ
ディアに感心しました︒
◇
◇
◇
お誕生日おめでとうのコー
ナーに娘を載せていただい
てありがとうございます︒
来年も応募させていただい
て︑娘が大きくなったとき
に︑成長を見せてあげたい
と思っています︒あけぼの
街道の記事にあるやなせた
かしさんのキャラクターが
かわいかったです︒娘もお
気に入りです！
全問正解者の中から
抽選で２名様に贈呈！

ただいま

応募方法

やなせたかし

Ｃ

かりかり モモコちゃん

トルコ︑アフガニスタンが
支配していました︒ムガー
ル帝国の後は︑インド独立
まで英国が約 年間支配
し︑１９４７年から︑ダッ
カはパキスタン支配下で東
ベンガル州の州都となり︑
１９７１年のバングラデシ
ュ独立後︑新しく生まれた
国の首都となりました︒
バングラデシュには︑仏
教遺跡︑イスラム遺跡など
多くの遺跡があります︒
スンダルバンスは︑ロイ
ヤルベンガルトラが生息し
ている世界最大のマングロ
ーブ林です︒コックスバザ
ールは世界最長の切れ目の
ない砂浜︑海のビーチで
す︒吟遊詩人バウルも最近
再び注目されてきていま
す︒日本では２００６年に
ノーベル平和賞を受賞した
ムハマド・ユヌスとグラミ
ン銀行についてよく聞かれ
ます︒

２６

Kami

Ｃ

瀧のシブキちゃん

龍河洞 リューくん

物部 アユちゃん

土佐打刃物 タンちゃん

さんれい さんちゃん

森のモリくん

あじさいひめ

やなせたかしさんが亡くな
られました︒我が家の子ど
もたちはアンパンマンで大
きくなったようなもので︑
大きな喪失感があります︒
アンパンマンにはこれから
も︑世界中のヒーローであ
り続けてほしいものです︒
◇
◇
◇
がん検診を受けて︑要精密
検査の通知を受け取ってし
まいました︒すぐに精密検
査をしたら︑異常なしとの
ことで一安心︒毎年の検診
を大切にして︑健康に過ご
したいと思っています︒
◇
◇
◇
金婚おめでとうございます
の記事で︑高齢の方々が元
気に楽しんでおられる様子
に︑こちらも元気がもらえ
そうな感じがしました︒

編集後記

大栃保育園保護者会と大
栃小中地域支援本部では︑就
学前から中学生までの保護
者や地域の方を対象に︑子
育てについての講演会を行
います︒
講師の佐藤さんは︑県教
育委員会で長年子育てに関
わってこられ︑退職された
後も県内各地で講演を行う
など︑精力的に活躍されて
います︒
ぜひご参加ください︒
︻日時︼６月 日︵金︶
時〜 時 分
︻場所︼開発センター物部
︻演題︼子どもたちの健や
かな健康のために
︻講師︼佐藤津矢子さん
︵高知県親育ち支援スーパ
ーバイザー︶
︻問い合わせ先︼
大栃中学校☎ ・２４０２
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(山田高校マンガ部)

萩野富貴子さん・岡田美智保さん
（応募総数３７通）
第４９回の解答 A．禁煙 B．風
【問い合わせ先】総務課 ☎５３−３１１２
第４８回当選者

今月の賞品
今月の賞品
わたしはバングラデシュ
の首都ダッカから来まし
た︑サブジ・サイフ・ラマ
ンです︒高知工科大学大学
院博士課程で無線通信を勉
強しています︒趣味は旅行
と映画鑑賞と写真です︒
今日はバングラデシュと
ダッカの歴史についてお話
しします︒バングラデシュ
人の大半はイスラム教徒で
米料理がおいしいです︒
ダッカにはムガール帝国
時代に建築が開始され︑今
も未完成の城ラールバー
グ・フォートがあり︑世界
中から観光客が来ます︒タ
ージマハルに似た建物で
す︒そしてダッカは︑モス
クの数がとても多
い都市でもあり
ます︒
ムガール帝
国以前のダッカ
は︑デリースルタン王朝や
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ハガキまたはEメールで①クイズの解答②住所
③氏名④年齢⑤電話番号⑥誌面の感想を記入の 香北町の かりかり桃子６個
※当選者は誌面で発表します。
上、応募してください。応募は１人１通とさせ
ていただきます。
■応募締切 ６月３０日（月）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。
香美市広報委員会事務局かみかみクイズ係
ケイタイからメールで
応募しよう。
E
No.８５

かりかり モモコちゃん

フラフラ フラくん

ゆずぼうや

しいたけ たけちゃん

山
物
香
※○は土佐山田町、
○は香北町、
○は物部町です。

ぎんなん ぎんちゃん

さくらてんし

▼広報担当になって２カ月
が過ぎ︑いろいろな情報が
各部署から集まってきます
が︑それをどう料理すれば
市民の皆さんにわかりやす
くお届けできるのか︒市民
目線という言葉を肝に銘じ
ながら︑新米編集者として
勉強の毎日です︒ ︵小松︶
▼今月号で担当した二つの
特集で学んだ広報の歴史と
香美の歴史︒香美の由来を
特集したのは窓口で﹁なん
で香美っていうの?﹂との
質問に答えられず︑史談会
長さんに教えてもらったの
がきっかけです︒勉強にな
りました︒
︵細木︶

掲載を希望される方を募集していま
す。詳細はお問い合わせください。
締切日は誕生月の前月１日まで。
問 総務課☎５３−３１１２

と希望と元気をくださいま
したね︒感謝の気持ちでい
っぱいです︒クイズ賞品の
シルエットハンカチ︑見て
いるだけで楽しくなりそう
です︒
◇
◇
◇
やなせ先生は︑県民・市民
の誇りです︒ありがとう！
◇
◇
◇
ありがとう︑やなせ先生︒
先生の功績・人柄に感銘︒
◇
◇
◇
特集・ありがとう やなせ
先生の﹃やなせ先生の歩
み﹄を見て︑あふれる才能
と︑アンパンマンの人気が
出るのが大変遅かったんだ
なと感じました︒苦労され
たんですね︒
やなせたかし

（３歳・山 栄町）

Ｃ

ゆずぼうや

おおの ゆうわ
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小さいときからアンパンマ
ンが大好きで︑やなせたか
し先生の特集を何度も読み
ました︒中学・高校・大
学・社会人になっても足を
運んだアンパンマンミュー
ジアム︒そんなアンパンマ
ンの町に︑結婚して住むよ
うになるとは驚きです︒香
美市に住み始めてから︑ア
ンパンマンミュージアムに
まだ行っていないので︑年
末の休みに足を運んでみよ
うと思いながら︑記事を読
みました︒
◇
◇
◇
やなせたかしさんは︑本当
に私たちみんなに愛と勇気
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♬

ご応募をお待ち
しています
みう︑
お姉ちゃん大好き

（２歳・香 韮生野）

Ａ．香北町朴ノ木に完成したやなせたかし先生の
眠る墓地公園『やなせたかし●●●公園』。
Ｂ．江戸時代以前には、鏡川と呼ばれていた
香美市を流れる●●川。
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ふりかけご飯大好き♪

歌うの大好き

（２歳・山 宮前町）
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今月満１〜３歳の誕生日を迎える
お子さんを紹介します。

第 ５０ 回 かみかみクイズ
クイズ
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大野 勇羽ちゃん

たいが
くもん
るな
ののや

公文 太賀ちゃん

野々屋 瑠菜ちゃん
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おたんじょうび
おめでとう

