
発熱・せきなどの症状があるときはイベントへの参加を控えましょう。またイベントに参加する際は、
マスクの着用など感染症対策をお願いします。状況によりイベントの中止や規模の縮小があります。

場所 期間 時間 対象者 定員 募集期限・期間参加費講師 問い合わせ先

本市出身の世界的写真家

追悼 白川義員写真展「天地創造」1
14 ~

世界各地の荘厳な大自然を被写体として作品を発表されてきた
本市出身の写真家 白川義員氏（1935-2022）の追悼写真展。
およそ 50 年にわたり撮影した作品の中から 196 点を展示します。

愛媛県美術館（松山市堀之内）
1/14（土）～ 3/12（日）
9：40 ～ 18：00（最終入館 17：30）
　　   月曜日
※ 2/6（月）・3/6（月）は開館、2/7（火）・3/7（火）は休館
一般　　　　　　1,100 円（当日 1,300 円）
高校生・大学生　 600 円（当日 800 円）
小・中学生　　　 400 円（当日 500 円）
※前売券の販売は、1/13（金）まで
追悼 白川義員写真展「天地創造」実行委員会事務局

（愛媛新聞社 企画事業部内）089-935-2322

　　　チケット販売所などは、

　　　愛媛県美術館ホームページをご覧ください。

翠波高原

初日の出会
1

1
翠波高原（翠波峰西峰山頂）
6：30 ～杵つき餅実演・無料配布

似顔絵コーナー、バンド演奏
たこ揚げ、羽子板、こま回しなど

交湯～館、イベント広場など
12：00 ～ 15：00
霧の森　72-3111

1
7 ～

石川憲二

水彩画教室作品展
1

2
新宮

新春餅つき大会
ギャラリー（売店 2 階）
1/7（土）～ 1/31（火）
10：00 ～ 17：00
霧の森　72-3111

【祝賀式】

嶺南支所
8：00 ～
コスモス会
　090-5273-5949（宮崎）

豚汁やぜんざいが振る舞われます。

※路面凍結時は、
　中止

雨天
決行

霧の森霧の森



小ホール　　　　
18：30 ～（開場 18：00）
友の会会員　3,000 円（当日 3,500 円）
一般　　　　3,500 円（当日 4,000 円）
※全席自由、未就学児入場不可
　　　　　　販売中
しこちゅ～ホール
クリスマスジャズ

コンサート実行委員会
ローソンチケット

（L コード：63579）
クリスマスジャズ
コンサート実行委員会
　090-1007-5150

クリスマス
ジャズコンサート

12
24

本市出身の菅
かん

 涼子（ボーカル）、岩﨑悠太（ベース）
が出演。聖なる夜の一夜限りのコンサート。

「STILL GOING ON」、「悄
しょげ

気る街、舌打ちのように歌がある。」リリース記念

竹原ピストル
全国弾き語りツアー 2 周目

2
8

小ホール　　　　
19：00 ～（開場 18：30）
友の会会員　4,200 円
一般　　　　4,500 円
※全席指定
※未就学児無料（ひざ上鑑賞可）

しこちゅ～ホール
　友の会先行販売　12/10（土）10：00 ～
　一般前売販売　　12/17（土）10：00 ～
※予定枚数販売しだい、終了
しこちゅ～ホール　59-4510

1 本の映画から
世界を知る映画祭

12
17

　　　　　 
世界の果ての通学路（ドキュメンタリー）
ケニア、アルゼンチン、モロッコ、インドを舞台に、
道なき道を何時間もかけて通学する子どもたちの
姿を追う。
小ホール
17：00 ～　開場
18：00 ～　映画上映
19：30 ～　意見交換会
ユネスコ協会会員　500 円
友の会会員　　　　500 円
一般　　　　　　　700 円（当日 1,000 円）
高校生以下　　　　無料
　　　　　　　　　※無料券が必要です
　　　　　　販売中
四国中央テレビ 1 階　窓口
四国中央ユネスコ協会事務局（四国中央テレビ内）　
　24-0130

soprano & piano

AK  Duo  Recital　近現代の夕べ
12

28
森實あかり（本市出身 / ソプラノ）と木

きだわら
俵 茜（新居

浜市出身 / ピアノ）による初めてのホールリサイタル。

しこちゅ～ホールしこちゅ～ホール

上映後に行われる上映後に行われる
意見交換会にも、意見交換会にも、
ぜひご参加ください。ぜひご参加ください。

　前奏曲集第 1 巻より
　15 の歌 op.26 より
　荒城の月
　ヴォカリーズ（委嘱作品）など
小ホール　　　　
18：00 ～

（開場 17：30）
一般　　　　1,000 円
高校生以下　 500 円
※全席自由、
　未就学児入場不可

ミュージックセンター
オオサカヤ川之江店
090-1328-5239（森實）
090-9455-2460（山崎）



1
22
14：00 ～（開場 13：30）
1,500 円、高校生以下 800 円
※当日券は、各 500 円増
※全席自由
※ 3 歳以下無料
　（ひざ上鑑賞可）

12/16（金）～
　文化・スポーツ振興課
　しこちゅ～ホール、川之江窓口センター
　ユーホール、明屋書店川之江店
1/5（木）～
　ローソンチケット（L コード：63583）
※前売券が完売した場合、
　当日券の販売はありません
四国中央ふれあい大学事務局

（文化・スポーツ振興課内）28-6043

筆の音がきこえる

　－小山梨
り ふ う

風書作展－
12

11 ～

伝統工芸の織物や紙を生かした、額装・軸装作品を
約 40 点展示します。

紙のまち資料館 3 階　企画展示室
12/11（日）～ 1/15（日）
9：00 ～ 16：00
紙のまち資料館　28-6257

「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。

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
7

12
23　・24　 暁雨館ライトアップ

2 日間限定で、庭園をライトアップします。
12/23（金）20：00 ～ 21：00
12/24（土）日没後  ～ 21：00
文化・スポーツ振興課　28-6043

handmade イベント
　　　ふぃ～る♪

12
11

ハ ン ド メ イ ド 作 品 や ワ ー ク
ショップ、フード・ドリンク・
スイーツが並びます。

11：00 ～ 15：00
入場無料
※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

雨天
決行

12
17 ～

県内の祭
さ い し

祀に関する資料を展示します。
歴史考古博物館　特別展示室
12/17（土）～ 2/17（金）
9：00 ～ 17：00（最終入館 16：30）
歴史考古博物館　28-6260

暁雨館暁雨館 ユーホールユーホール
四国中央ふれあい大学講座

影絵ワークショップ付き
　　　　　　～長靴をはいたねこ

クリスマス会12
17
みしま児童センター
10：00 ～ 11：30
小学生　　　　　　　
30 名程度（先着順）　   　
12/5（月）～
みしま児童センター　28-6072

ビンゴゲ
ームや

ビンゴゲ
ームや

じゃんけ
んゲーム

じゃんけ
んゲーム

などをし
ます！

などをし
ます！

大渕遺跡 土偶 松山市考古館保管大渕遺跡 土偶 松山市考古館保管

企画展

「まじないの道具・
　　　　いのりの空間」

13：30 ～ 15：00
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（土）9：00 ～
暁雨館　28-6325


