
4/6（日）10:00 ～ 14:00
※荒天時 4/7（月）に順延

三島公園（ピクニック広場）　
駐車場 /市役所（庁舎）
墓地駐車場は参拝者用です

春風に誘われ、お出掛けしてみませんか？

三島公園桜まつり 

お茶席、磐座太鼓演奏、津軽
三味線演奏、似顔絵、福も
ち投げ大会

観光交流課 28-6187

内容を変更する
場合があります

本庁舎西側から
無料シャトルバス
運行 4/6（日）のみ

期間中は 22 時まで照明点灯

花の開花状況などにより、
ちょうちん点灯期間を変更
する場合があります
   
   
土居観光協会 74-8825

3/26（水）～ 4/14（月）

すすきヶ原入野公園

土居町が誇る夜桜の名所

すすきヶ原入野公園花まつり（夜桜）
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4 月

　1 8:15　霧の森第１駐車場 出発
          →山焼き観覧／塩塚高原
　 12:00　バーベキュー／霧の高原
　 13:00　霧の高原 出発
　 13:45　霧の森 到着→自由行動・解散
　 24 名（最少催行人数 10 名）
　 中学生以上 /3,500 円　小学生 /2,500 円
　 幼児（3歳以上）/1,000 円 

【特典】特製ぜんざいと温かいお茶付き、交湯～館入
       浴券・オリジナルタオル進呈
　　
　　 霧の森 72-3111

伊予新宮　春の風物詩

塩塚高原 山焼き＆バスツアー 

【山焼き】
4/6（日）9:00 ～ 

塩塚高原
 

※悪天候の場合、 4/13（日） に

  順延

【バスツアー】※悪天候の場合、4/13（日）に順延

桜花乱舞の散策をお楽しみください

向山公園桜まつり 

4/6（日）9:00 ～ 15:00

向山公園

※荒天時／上分小学校体育館

　 子ども相撲大会、お茶席、ゲー  
   ム大会、カラオケ大会、商振
   会抽選会、もち投げなど

　 
　 上分公民館 28-6248

川之江城を見ながら春の行楽

城山公園桜まつり 

4/6（日）10:00 ～ 16:00
※荒天時 4/7（月）に順延

川之江城山公園

ちびっこ写生大会、お茶席、
もち食べラリー、もち投げ 
大会、二洲太鼓演奏、野戦将
棋、火縄銃砲術演武 

観光交流課 28-6187

内容を変更する
場合があります

　 キッズダンス、ヒップホップ、
　 ジャズダンス、バレエ、純信連 
   900 円
 
　 スタジオミュー 57-1236

第 15 回記念公演　　 

スタジオミュー ダンスステージ発表会

3/21（金・祝）11：00 ～（10:30 開場）

          16：00 ～（15：30 開場）

土居文化会館（ユーホール）



紙のまち資料館企画展～紙を愛し・紙と遊ぶ～

第 26 回紙講座生徒作品展（後期）

3/9（日）～ 4/13（日）9:00 ～ 16:00

紙のまち資料館 3階

紙講座（5 講座）のうちペーパーフラワー、水引
細工教室の生徒が 1年間学んだ成果を発表展示

紙のまち資料館 28-6257

教室名 講　師
ペーパーフラワー教室 宮本 美鈴さん
水引細工教室 井川 直正さん

【休館日】
月曜日
祝日の翌日

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

と き ところ 内容や対象者
3/ 4（火）川之江児童館  1・2 歳児主体
3/11（火）川之江保健センター  0 歳児主体
3/13（木）川之江体育館  自由あそび主体
3/25（火）川之江図書館  おはなし主体
3/27（木）新宮公民館  0 ～ 2 歳児主体

10:00 ～ 11:30 

乳児保育所こども村 56-1310

土居文化会館生きがい講座「ライフデザイン」

発表会・作品展

3/9（日）～ 3/16（日）　

9:00 ～ 21:30（最終日 15:00 まで）

1階リハーサル室・アトリウム・ホワイエ

3/9（日）10:00 ～　

1階アトリウムステージ

■出演講座　

　コラボで和音講座、懐かしのやさしい ハーモニカ

講座、気功講座、太極拳講座、社交ダンス講座

■出展講座　※ OB 講座も出展

無料

川之江吹奏楽団が奏でる勇壮な調べ

第 31 回 スプリングコンサート

　 ジブリメドレー、クイーンシティー
　 ほか

3/23（日）14：00 ～（13：30 開場）

市民会館 川之江会館

無料

■井原建彦 自画自賛展
3/26（水）～ 4/8（火）9:00 ～ 21:30

（最終日 18:00 まで）

２月の展示案内

ユーホールロビー展

油絵・水彩・パステル・日本画を展示

■「絵画グループ あいあい展」
3/8（土）～ 3/23（日）9:00 ～ 21:30

（初日 13:00 ～　最終日 16:00 まで）

油絵、水彩、パステル、鉛筆画などを展示

【休館日】
月曜日
祝日の翌日

土居文化会館（ユーホール）28-6353

無料

　 2014 吹奏楽コンクール課題曲、
　 マーチ、J-POP、日本叙情歌など

　 四国中央市民吹奏楽団
　 090-2825-8814( 平田 )

三島高等学校吹奏楽部＆四国中央市民吹奏楽団

スプリングジョイントコンサート

3/23（日）14：00 ～（13：30 開場）

福祉会館 4階多目的ホール

無料

【休館日】3/10（月）

土居文化会館（ユーホール ) 28-6353

郷土の作品をお楽しみください

高原ふるさと館 3月の展示

■講座生作品展

3/8（土）～ 4/6（日）

ふるさと館講座生による油絵、
陶芸、木工などの作品発表展

1 階企画展示室

■こども art 展 2014

3/1（土）～ 3/16（日）

2階ギャラリー展示室

■花手紙作品展

3/23（日）～ 4/6（日）

花を中心とした温かみある絵
手紙の展示

かわのえ高原ふるさと館
28-6260

無料

世界のいろいろな国の子ども
たちの作品を展示

市国際交流協会 28-6014

実力をステップアップしませんか？

ショーンの NEWS 英会話①

ニュース記事で英語を学びます
一般 4,000 円 / 会員 2,000 円
中級者以上
15 名（先着順）

4/2 ～ 5/14 毎週水曜日

全 6回 15:00 ～ 16:00

四国中央市保健センター

【休講日】
　4/30

無料

～香りで元気に！～

四国中央病院 市民公開講座

アロマで元気に介護をしよう！
石村ゆかりさん（日本アロマセ
ラピー学会認定看護師）

四国中央病院 総務課 58-3515

3/6（木）15:00 ～ 16:00

四国中央病院 3 階講堂

ホスピスって死ぬための場所？
佐々木宏起さん（HITO 病院 緩
和ケア内科部長）

HITO 病院 総務課 29-5633

～ホスピスで「生きる」～

H
ひ と

ITO病院地域医療講演会

3/12（水）19:00 ～ 20:30

HITO 病院 3階 大会議室

無料

【休館日】
月曜日
祝日の翌日

奇妙にして幽玄、自然のふしぎ

奇石コウシマ石展

3/4（火）～ 3/30（日）

9:00 ～ 17:00

（最終日 15:00 まで）

暁雨館

当地域で産出する鑑賞石「鴻
こうしまいし

嶋石」を展示

暁雨館 28-6325

～「エヒメシ！に一票を」勝手に県民総選挙 2014 ～

えひめのご当地ぐるめぐり in しこちゅ～

■ご当地グルメ団体の販売

　今治焼豚玉子飯や八幡浜
　ちゃんぽんなど約 20 団体
■県内外から「ゆるキャラ」

　大集合

　クイズ大会でゆるキャラた
　ちと遊ぼう！

3/16（日）10:00 ～ 16:00

伊予三島運動公園

伊予三島運動公園体育館

～映像と音楽のシンクロコンサートステージ～

地球のステージ 無料

語りと歌で世界の情勢を訴えかける
桑山紀彦さん（精神科医、心療内科医、医学博士）

3/15（土）10:00 ～ 16:30

地球のステージ公演 15:00 ～

土居文化会館（ユーホール）

 平成 26 年度 JICA
ボランティア募集！
応募相談会同時開催

NPO 法人 e ワーク愛媛 
0897-47-4307

チャリティー上
映会「ガレキと
ラジオ」 無料

被災地のラジオ
局が舞台の感動
ドキュメンタ
リー（70 分）

体育館大会議室

JICA 四国 愛媛デスク 089-917-5678

080-5666-9415（篠原）

誰でも楽しめる盆栽講座、楽し

い陶芸講座、切り絵講座、 指で

描くパステルアート講座、 野菜

ソムリエのパンと野菜の教室講

座、野菜ソムリエの旬の料理教

室講座

【休館日】
月曜日
祝日の翌日


