
体操や手あそび、育児相談をしています

親子ふれあいあそび（10：00 ～ 11：30）

と き ところ 内容や対象者
8/ 6（火） 川之江児童館  1・2 歳児主体
8/20（火） 川之江保健センター  0 歳児主体
8/23（金） 新宮公民館  0 ～ 2 歳児主体
8/27（火） 川之江図書館  おはなし主体

乳児保育所こども村　56-1310

無 料

8/25（日）2回公演

第 1回 10：30～

第 2回 13：00～

市民会館川之江会館

忍たま乱太郎キャラクター
ショー＆ロビンフッドの冒
険着ぐるみショー / 約 90 分
300 円
8/15（木）

暁雨館　28-6325

赤石愛石会が収集した、奇
石・岩石・鉱物標本を展示

開催中～ 9/22（日）

暁雨館　企画展示室
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～チャリティー公演～

忍たま乱太郎＆ロビンフッドの冒険

開　場
30 分前

ASA 四国中央　59-2667

　8/13（火）～ 8/15（木） ３日間開催！

今年も夏は霧の森が熱い！　

霧の森 夏まつり情報

霧の森交湯～館
お盆期間中の営業時間変更のお知らせ

　8/6（火）～ 8/18（日）の間、休まず営業いたし
ます。天然温泉を気軽にご利用ください。

　　　営業時間　開館 8：30 ～ 21：00
　　　入浴　10：00 ～ 21：00（最終受付 20：30）

※ 8/12（月）のみ 17：00 飲食オーダーストップ
　　　　　　　　 19：00 閉店（最終受付 18：30）

 　霧の森交湯～館　72-2611

自然の「妙」を堪能

愛石のススメ展

○石ころアート
　形や模様を利用して石に
絵を描いてみよう！

（受付 11：00 まで）
○石の鑑定会
　あなたが見つけた石は、
なんて石？会場で愛石会メ
ンバーが鑑定します！

■イベント開催！

8/18（日）9：00 ～ 12：00

当日（8/18）
ご来館の方に
関川の石を
プレゼント！

関川産のエクロ
ジャイト、透緑
閃石をはじめ、
希少鉱物・岩石
を抽選でプレゼ
ント！
※石が無くなり
次第終了します

無 料

高原のコスモスを楽しみましょう

翠波高原コスモス祭 2013

8/18（日）10：00 ～ 15：00

翠波高原

1 年後の自分へ送る『翠波
からの招待状 2013』、ゴス
ペルステージ、ペーパーク
ラフト、お楽しみ抽選会、
バザーほか

観光交流課　28-6187

　謎解き宝探しゲーム
　地図にある暗号を解読して、
　施設内に隠された宝箱を探そう！
　正解者には抽選で豪華商品が！
　参加賞もあるよ♪
　※保護者同伴
　100 円

　軽食屋台（霧の森交湯～館前）
　あめご、鮎、マスなど川魚の
　塩焼きをメインにおにぎりな
　ども販売します

　縁日・ミニイベント
　8/14（水）だけの限定開催！
　
　霧の森　72-3111



8/18（日）～ 9/1（日）

9：00 ～ 21：30

（最終日 16：00まで）

土居文化会館ユーホール

土居文化会館ユーホール
28-6353

文化協会土居支部の写真部が
撮影した写真の数々を展示し
ます

8/11（日）

午前の部　10：30 ～ 11：30

午後の部　13：00 ～ 15：00

土居文化会館ユーホール

アトリウムロビー

キャリオンサウンド
090-4339-8109（青木）

午前の部はピアノ、パーカッ
ション、ゴスペル、ダンスで
交流コンサート！
午後の部はセミナーとして、
教育・福祉現場や家庭で活か
せる音楽の力を学びあいます
たたら康江さん
Ｂ・Ｂ・モフランさん
各部　1,000 円

媛茶屋企画のワークショップ
として、気軽に楽しめるゲー
ムや簡単なお芝居作りの稽古
などを行います。お芝居経験
者も未経験者も楽しめる体験
教室で、「表現する楽しさ」
を味わってみませんか？
高校生以上
20 ～ 30 名（※要予約）
動きやすい服装、上履き、タ
オル、飲み物など

社会福祉協議会　28-6127

厚生労働省事務次官の村木
厚子さんなどを招き、基調
講演やシンポジウム、また
市長も交えての談話を行い
ます。※井原参議院議員も
出席予定！

8/17（土）13：00 ～

土居文化会館ユーホール

9/1（日）

12：30開場 13：00 開演

中之庄公民館

58-2345（谷井）
24-4521（続木）

ミュージカルは、親のない子たちが身を寄せる「ひ
ばり学園」で、大好きな先生を送るお芝居創りを通
して、１人の少女の成長を描く心温まるお芝居です。
コンサートは、座・東京みかんの子どもたちと、２
年目を迎えた「みすゞ塾」の子どもたちが、金子み
すゞの童謡を心一つにして歌い語ります
出演：みすゞ塾生、丸山ひでみ、座・東京みかん　
ほか
小学生以上 1,000 円
（未就学児不可）

夫婦で楽しみながら長年
取り組んできた、魅力的
な水墨画・神仏画・陶芸
作品などを約 60 点展示
します

～趣味が育む夫婦仲～

おしどり夫婦展

開催中～ 9/8（日）

9：00 ～ 16：00

紙のまち資料館

3階企画展示室

紙のまち資料館　28-6257

かわのえ高原ふるさと館　28-6260

■今は昔の旅事情

開催中～ 8/11（日）

郷土の作品を堪能

かわのえ高原ふるさと館 8月の展示

江戸～大正時代を中心に、
当時の旅道具や旅の文化に
ついて紹介します

■～おっきな宇宙・ちっ

ちゃな昆虫～ひろがる不思

議な世界展

8/3（土）～ 9/1（日）

きれいな星空の写真や楽しい昆虫の標本が、ふる
さと館にやってきます！夏休みの思い出にぜひご
来館ください！
（協力：川之江天文クラブ、個人）

2階ギャラリー展示室

1階企画展示室

五感で楽しむ中秋の名月

観月会

9/19（木）・20（金）

18：30 ～　暁雨館

中秋の名月の鑑賞会
箏と篠笛のしらべ、お茶席
（お茶席券が必要）
■演奏：
19日（木）横笛会・中川社中
20日（金）筒音会・中川社中
１日60名（１団体５人まで）
※先着順

　暁雨館　28-6325

8/31（土）9：00 ～ 12：30

森と湖畔の公園

代表的なネイチャーゲーム
をいくつか体験し、ゲーム
のねらいや指導上の留意点
を学んでみませんか？
18 歳以上の方
8/21（水）

公認ネイチャーゲームインストラクターから学ぶ

ネイチャーゲーム入門講座 無 料

24-7551（石川）

夏の感謝祭！

てらの湖畔広場感謝祭

8/25（日）10：00 ～ 15：00

てらの湖畔広場（富郷ダム付近）

観光交流課　28-6187

文化協会川之江支部　川之江文化祭

芸能部門発表会

文化協会川之江支部事務局
28-6236

9/8（日）13：00 ～

川之江文化センター 2階

合唱、ダンス、バレエ、日舞、
民謡、三味線、尺八、大正琴、
詩吟、マジック、ハーモニ
カなど

無 料

無 料

8/1（木）～ 8/31（土）

13：00～ 16：00

（受付 15：30まで）

入館
無料

入館
無料

夏休みに手漉き体験をしよう！
～８月は「手漉き体験強調月間」です～

休館日 月曜日・祝日の翌日
基本料金 200 円（高校生以上）
はがき 1枚 10 円～

みすゞ塾「小さな発表会 2013」

ひばりの子どもたち＆金子みすゞを歌う

地域・福祉力の向上を目指して

共生社会を創る

ユーホールロビー展　8月の展示

文化協会土居支部写真部「写真展」

四国中央市まちづくり活動支援事業

音楽療法 in 愛媛 vol.3

四国中央市まちづくり活動支援事業

がんばらない演劇講座

9/7（土）19：30 ～ 21：00

松柏公民館２階ホール

　090-9772-9635（武村）
himechaya@inter7.jp

　 山本清文さん
（シアターねこ・ディレ
クター、俳優、演出家）

入場
無料

無 料

アメゴ・ニジマスのつかみ
取り、音楽ステージ、陶芸
作品展、いのししバーベ
キュー、産直市、田舎料理
販売など

■基調講演（13：05 ～ 14：00）
共生社会を創る～社会福祉の動向と地域への期待～
■シンポジウム（14：10 ～ 15：20）
地域社会における孤立化と共生～ [生活 ]福祉・介護・
医療・労働と [司法 ]～
■講演（15：25 ～ 16：10）
重度障がい者の普段の生活・災害時の生活
■～村木次官を囲んで～（16：15 ～ 17：00）
四国中央市を福祉（しあわせ）都市に！

　 村木厚子さん　ほか
（厚生労働省 事務次官）


