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暁雨館 1月の展示

先人たちが描いた松竹梅
開催中～ 2/9（日）

暁雨館企画展示室

郷土の先人たちが絵や書で表現した松竹梅を
ご鑑賞ください

暁雨館　28-6325　（休館日：月曜・祝日の翌日）

入館無料

郷土の作品を堪能

高原ふるさと館 1月の展示

市内の陶芸愛好家が作っ
た茶器や花器などを展示。
奥深い陶芸の世界をどう
ぞご堪能ください

■高原ふるさと館作陶展

1/18（土）～ 2/16（日）　

1階　企画展示室

市内の写真家・写真愛好団体による写真展示
心に残る１ショットをどうぞご覧ください

■高原ふるさと館写真展

開催中～ 1/12（日）

1階　企画展示室

かわのえ高原ふるさと館　28-6260

入館無料

■関連イベント：「なんでも質問・相談コーナー」
開設！
　1/12（日）13：00 ～　1階企画展示室
☆カメラの機能、撮影方法など、写真展出展者
　がわかりやすくアドバイス♪質問内容がお決
　まりの方は申し込み時にお知らせください
　　電話、または窓口

■作陶展開催記念お茶席！
　1/26（日）若草会・2/9（日）茶陶一味
　10：00 ～ 15：00　ふるさと館 2階和室
☆作品鑑賞後は美味しいお茶を楽しみませんか
　どなたでも気軽にお立ち寄りください
　  200 円

あの有名人が面白☆おかしい
イラストになって登場♪

■まんが似顔絵展

1/18（土）～ 2/2（日）

2階　ギャラリー展示室

■まんが似顔絵イベント開催！
　期間中の日曜日　10：00 ～ 15：00
☆講座生があなたの似顔絵を楽しく描きます
　　1枚 50 円

小中学生による書の祭典

第３回四国中央市紙のまち新春競書大会

四国中央市・観音寺市・三好
市の小学３年生～中学３年生
が一同に会し、書を競い合い
ます。ぜひご覧ください。
また、三島高校書道部が書道
パフォーマンスを行います。
ハローキティも応援に来ます♪

1/19（日）9：00 ～ 12：00

伊予三島運動公園体育館

第６回書道パフォーマンス甲子園の作品も展示！

文化図書課　28-6043

冬のネイチャーゲーム大会

落ち葉と遊ぼう！

1/19（日）10：00 ～ 12：30

　　　　　（受付 9：30 ～）

森と湖畔の公園

中央広場で受け付け

雨天決行

野外で五感を使って自然とふ
れあうゲームをしながら、落
ち葉と一緒に遊びます
大人 300 円（高校生以上）
子ども 200 円
家族連れ、大人、子ども（小学生未満は保護
者同伴）
筆記用具、防寒着、手袋、帽子、バンダナ、敷物、
体験カード（持っている人）
※雨天時は雨合羽、長靴、傘
1/15（水）
〒 799-0401　市村松町 600　西川弘之
（はがきに参加希望者全員の住所、氏名、年齢、
電話番号を明記し郵送または電話・ファクス）

えひめ赤星シェアリングネイチャーの会
24-7551（ファクス兼）石川



里山に暮らす野生動物たちの世界

第 6回バオバブ体験隊

1/18（土）9：30 ～

森と湖畔の公園

『ネイチャー企画』研究員　海田明裕さん
小学生以上
20 名
1 月 12 日（日）

  中川　090-3787-6988

肝臓病の食事療法
尾﨑美穂さん
（四国中央病院　管理栄養士）

四国中央病院　地域医療連携室　58-3515

～もっと知ろう、無言の臓器「肝臓」～

四国中央病院　肝臓病市民公開講座

1/27（月）15：00 ～ 16：00

四国中央病院 3階　講堂

～あなたのもの忘れ心配？それとも大丈夫？～

四国中央病院　市民公開講座

1/22（水）15：00 ～ 16：00

四国中央病院　3階講堂

三島高校創立 90 周年記念

情報デザイン科卒業制作展・芸術発表会

1/18（土）～ 1/21（火）

9：00 ～ 17：00（最終日のみ 13：30）

福祉会館 4階　多目的ホール

3階　会議室 1（18 日、19 日のみ）

記念イベント
1/19（日）
13：00 ～吹奏楽部演奏
13：15 ～書道パフォーマンス feat. ハローキティ
14：00 ～音楽部・吹奏楽部演奏

愛媛県立三島高校　23-2136

情報デザイン科 3 年生・情報デザイン類型 1・2
年生、美術部、書道部、華道部による作品・活
動内容紹介パネル展示、音楽部による合唱、吹
奏楽部による演奏など

ハローキティ 40 周年記念！
キティちゃんが三島高校書道ガールズたちと
ＨＵＧして“ ぎゅっ ”

　2014 年「ハローキティ」が
40 周年を迎えます。
　そのアニバーサリーイベント
の一環として、キティちゃんが
書道ガールズたちのパフォー
マンスに「ありがとう」の感謝
の気持ちを込めてＨＵＧをしに
やってきます！
※観覧は自由です

1/19（日）13：00 ～ 13：30

福祉会館 4階　多目的ホール

2/8（土）13：30 ～ 15：30（開場 13：00）

土居文化会館（ユーホール）

～四国中央市の減災に向けて～

防災講演会（防災キャラバン in 四国中央市）

入館無料

認知症のお話
白石　公さん
（四国中央病院　精神科医長）

四国中央病院　総務課　58-3515

■講演「南海トラフ巨大地震の被害想定と四国中
　　　　央市の減災に向けて 」
　　二神　透さん（愛媛大学准教授）
■自主防災組織の活動事例発表
　「わたしのまちの自主防災活動」

　　安全・危機管理課　23-8090



体操や手遊び、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

1/ 7（火）  川之江児童館  1・2 歳児主体

1/28（火）  川之江図書館  おはなし主体

乳児保育所こども村　56-1310

～創立 90 周年記念～

三島高校美術部作品展

開催中～ 1/26（日）

9：00 ～ 16：00
紙のまち資料館 3階

企画展示室
（休館日／月曜日、祝日の翌日、年末年始）

内閣総理大臣賞など数々の受賞歴を有し、店舗
のシャッター絵画や看板壁画など、市内随所で
その実力を発揮している三島高校美術部が活動
の成果を発表する。「全国高校デザイン・イラ
スト展」受賞作品ほか約 40 点を展示

紙のまち資料館　28-6257

入館無料

■手すき和紙体験
　毎週／火・木・土・日曜日
　13：00 ～ 16：00（受付 15：30 まで）

すこやかなる書の美

服部一啓書展

2/15（土）～ 2/22（土）

11：00 ～ 18：00

（最終日 /15：00 まで）　

会期中無休

ギャラリー・イグレック

（川之江町 1603）

入館無料

服部一啓「書のしごと」
ふるさとアドバイザー服部一啓さ
んの作品展です。3 年ぶりの四国
での開催となります。近作約 50点
を大正期の館の中でご覧ください

1/25（土）10：00 ～ 19：00

1/26（日）10：00 ～ 18：00

いよてつ髙島屋（松山市湊町）

つくる人からたべる人へ　みかんのラブレター

えひめ・みかん祭り開催！

紅まどんな、いよかん、
ポンカンなど、さまざま
な旬の美味しいかんきつを生産者が対面販売
するほか、コンクール入賞果実や珍しいかん
きつを展示します。ポンジュース蛇口、みか
ん綿菓子、みかん餅つき、みかんクイズなど、
楽しいイベントが盛りだくさん！

県農産園芸課　089-912-2566

みんなで歌ってあったまろうよ！

わおん～♪のほっとな演奏

1/25（土）19：00 ～ 20：30　開場 18：30

土居文化会館（ユーホール）

筝
こと

・篠笛・フルート・オカリナなどいろん
な楽器の集まりです
特別ゲスト：阿部一成（篠笛演奏家）

わおん～♪（深川）　090-2783-1508

イベントの詳細やチケット
の申し込みは、右下のＱＲ
コードからどうぞ！
自然薬本舗　鈴木薬局　58-4309
infomation@suzuki-sizenyaku.com

授乳室や託児スペースもありますよ♪

お話会＆映画「うまれる」上映会

2/2（日）マルシェ 12：00 ～

佐々木真理さん（マミー助産院）

お話会 13：00 ～ 13：50

上映会 14：10 ～

市民会館川之江会館

詳細はここから♪→

ギャラリー・イグレック　22-3381


