県総合科学博物館の催し
【開館時間】9：00 ～ 17：30
【休館日】毎週月曜日（第 1 月曜日・
祝日は開館し、翌平日休館）
、年末
年始（12/29 ～ 1/1）
0897-40-4100
企画展「磁石工場をのぞいてみよう」
12/11（土）～ 1/30（日）
県総合科学博物館 企画展示室
永久磁石ができるまでの工程を紹
介します。私たちの身近にある永
久磁石がどのようにして作られて
いるのか、企画展示室内の仮想磁
石工場を見て学び、磁石の科学に
ついて理解を深めましょう。
※常設展示観覧券が必要です
サイエンスショー「ころがるボール
のおもしろアクション」
1/10（月・祝）までの土・日・祝日及び
1/3（月）
① 13：00 ～ ② 15：00 ～
県総合科学博物館 展示棟 3 階
科学技術館 実験ショーコーナー
重いボールと軽いボールはどちら
が早く転がるの？ボール同士がぶ
つかるとどうなるの？転がるボー
ルとその動きには、サイエンスが
いっぱい詰まっています。ボール
の描く軌道や楽しいアクションを
実験で確かめよう。
※常設展示観覧券が必要です

ダリア

サクソフォン

出かけてみませんか

カルテット

Dahlia Saxophone Quartet
現役音大生による Christmas concert
12/11（土）18：00 ～（17：30 開場）
しこちゅ～ホール（市民文化ホール）大ホール
どなたでも楽しんでいただけるようにと企
画されたクリスマスコンサート！本市出身

ＥＶＥＮＴ情報

伊予三島混声合唱団
第二回演奏会 無料

ファミリーマート川之江上分町店（藤田）
、ミュージックセンターオオサカ
ヤ川之江店、明屋書店川之江店

伊予三島混声合唱団
090-3788-0968（村上）

クリスマス会
無料・要申込

ファミリーマート川之江上分町店（藤田）56-5001

入場無料

12/12（日）11：00 ～ 15：00
ユーホール（土居文化会館）
ハンドメイド作品やフード・ドリンク・スイー
ツが並びます。あなたにピッタリのアイテム
がここにたくさんありますよ♪小学生以下
のお子さまには、プレゼントがあります（先
着順、無くなりしだい、終了）
。
※ワークショップなど、参加費が必要なものが
あります
一般社団法人にじのとびら 77-5254

ただいま、おかえりって
言いあえるまちに

from 四国中央市

募集期限・期間
参加費

定員

持参品

申込方法・申込先

講師

問い合わせ先

ファクス

暁雨館の催し

無料

12/12（日）13：30 ～（13：00 開場） 【開館時間】9：00 ～ 17：00
しこちゅ～ホール（市民文化ホール） 【休館日】毎週月曜日、祝日の翌日、年末年始（12/29 ～ 1/3）
28-6325
大ホール
山中家と文学 - 入野村庄屋の蔵書を紐解く 【曲目】
12/7（火）～ 2/6（日）企画展示室 B
「群青」
「昭和歌謡メドレー」ほか

チケット販売中

霧の森 72-3111

対象者

〇イベントへの参加の際は、マスクの着用など、感染症予防対策をお願いします。
〇状況により、イベントの中止や規模を縮小する場合があります。

「サクソフォン四重奏／ F. ジャンジャン」
「クリスマスメドレー」ほか
※曲目は変更になる場合があります
500 円（小学生以下無料）
※全席自由

ワークショップ
第 1 回新宮
「水を使わないドライスノードーム」
新春もちつき大会 無料
12/11（土）～ 12/26（日）の土・日曜日
① 10：30 ～ 12：00（受付 11：30 まで） 1/2（日）13：00 ～ 15：00
② 13：30 ～ 15：00（受付 14：30 まで） 霧の森交湯～館玄関前及びイベント
県総合科学博物館
広場
昔ながらの杵つき餅を実演。紅白
エントランスホール
餅を無料配布します（お一人様 1
水を使わずに、人口雪を使ったス
袋）
。新宮公民館によるシトラスリ
ノードームを作ります。
ボン制作体験やバンド演奏、似顔
各日 50 名（先着順）
絵コーナーなども予定しています。
500 円

内容

〇新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、発熱・せきなどの症状がある方は、イベント
への参加をお控えください。

者を含む 4 人の現役音大生が、ポップスから
クラシックまで幅広く演奏します。
【曲目】

handmade イベントふぃ～る♪ 16

場所

翠波高原 初日の出会
無料
1/1（土・祝）6：30 ～
集合場所 翠波高原
※道路が凍結している場合は中止
祝賀式
1/1（土・祝）8：00 ～
嶺南支所
豚汁やぜんざいが
振る舞われます。
コスモス会 090-5273-5949（宮崎）

12/18（土）13：30 ～ 15：00
みしま児童センター
音楽サークル「キャリーオンサウン
ド」によるアフリカンパーティー。
民族衣装を着たり、打楽器を叩い
たりします。参加者には、クリス
マスプレゼントがあります！
小学生
50 名（先着順）
12/6（月）8：30 ～
みしま児童センター
28-6072

親子ふれあいあそび
無料・要申込
無料・
要申込
とき

ところ

内容・対象

1/13（木）川之江ふれあい
交流センター 1・2 歳児主体
1/14（金）川之江図書館 おはなし主体
1/18（火）金生公民館

0 歳児主体

10：00 ～ 11：00
体操や手遊び、育児相談
12/22（水）9：00 ～（定員あり）
乳児保育所こども村 56-1310

かんぼく

庄屋であり、俳人としても活躍した山中家第 9 代当主・関トとその息子
じふう
時 風。残された和綴じ本を紐解くことによって、山中家の教養がどのよ
うに培われたのか、その一端を紹介します。
学芸員による展示解説
1/15（土）、1/16（日）13：30 ～（約 30 分）
各日 10 名程度（先着順）
12/10（金）9：00 ～
こども暁雨館大学「かるたで学ぼう 宇摩の見どころ・宝もの」
1/8（土）13：30 ～ 15：30
暁雨館
「しこちゅ～ご当地かるた」で遊びながら、ふるさとの歴史や文化を学び
ます。参加者には、記念品を贈呈します。
小学生まで
※小学校低学年以下は、保護者同伴
10 名（先着順）
12/10（金）9:00 ～

紙のまち資料館の催し

無料

【開館時間】9：00 ～ 16：00
【休館日】毎週月曜日、祝日の翌日、年末年始（12/29 ～ 1/3）
28-6257
旅情絵画展 - 大西ユキヱ油絵展 12/12（日）～ 1/16（日）
3 階 企画展示室
アンコール遺跡、祖谷のかずら橋などの風景画を
約 30 点展示。
「旅先での感動」を油絵で表現。
手漉き和紙体験（有料）実施中
火・木・土・日曜日
13：00 ～ 16：00（受付 15：30 まで）

