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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/ 5（火） 川之江児童館  1・2 歳児主体
8/12（火） 川之江保健センター  0 歳児主体
8/26（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

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

9/7（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

暁雨館歴史文化講座

山中家折
お り ほ ん

本の謎を探ろう！

暁雨館　28-6325

8/9（土）～ 8/17（日）、

8/23（土）～ 9/5（金）

暁雨館　企画展示室

江戸時代中期、地方では珍しく
独自の俳諧文化を育んできた
山中家の人々の足跡をたどる

8/13（ 水 ） ～ 8/15（ 金 ） 

10：00 ～ 15：00

霧の森

霧の森交湯～館
お盆期間中の営業時間変更のお知らせ

　8/5（火）～ 8/17（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）

※ 8/11（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

　軽食（フライドポテト、か　
　ら揚げ、カキ氷など）販売、
　ミニ縁日
　※ 8/14（木）のみ体験型イ
　ベント開催

　霧の森　72-3111

今年も夏は霧の森が熱い！

霧の森 夏まつり情報

フィールドミュージアム

親子で楽しむ俳句 ing

暁雨館　28-6325

企画展示「山中家折
おりほん

本の謎を探ろう！」の解説
俳句のつくりかた講座
俳諧の里めぐりウォーク
小・中学生と保護者（小・中学生のみ参加可）

8/10（日）10：00 ～ 12：00

暁雨館・土居神社とその周辺

『俳句 ing ロビー展』 
（参加者俳句＆イベント風景写真）
8月 19 日（火）～ 8月 31 日（日）

高原のコスモスを楽しみましょう

翠波高原コスモス祭 2014

8/17（日）10：00 ～ 15：00

翠波高原（小雨決行）

1 年後の自分へ送る『翠波か
らの招待状 2014 ～あの日の
想ひ出～』、ウクレレスペシャ
ル音楽ライブ「かっちん」、
紙相撲翠波高原コスモス場
所、ペーパークラフト、お楽
しみ抽選会、四国中央市物産
展、バザーほか

観光交流課　28-6187



8/3（日）～ 8/17（日）

9：00 ～ 21：30（最終日 16：00まで）

土居文化会館（ユーホール）

（休館日／月曜日、祝日の翌日）

土居文化会館（ユーホール）　28-6353

ユーホールロビー展　8月の展示

市文化協会土居支部写真部写真展

夏の感謝祭！

てらの湖畔広場感謝祭

8/24（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

マスのつかみ取り、いのし
しバーベキュー、産直市、
田舎料理販売など

水の環境について～川の生き物調査～

第 2回バオバブ体験隊

090-3787-6988（中川）

8/30（土）9：30 ～

土居町浦山川

100 円
20 名（先着順）
8/22（金）まで

平成 27 年 1 月 25 日（日）　開演 13：00

アマチュア芸能グループや個人
9月 30 日（火）まで
ジャンル、グループ名、メンバー数、代表者の
住所・氏名・電話番号、グループの紹介を記載し、
郵送かファクスで応募して下さい

アマチュア芸能団体の祭典

『ユーフェスタ 2015』出演者募集

参加無料

土居文化会館（ユーホール）　28-6353

※指定様式はありません。実行委員会で選考後、応
募者全員に結果を通知します

9/20（土）19：00 ～（18：30 開場）

土居文化会館（ユーホール）

「大丈夫～明日へ」in 四国中央市

jimama LIVE2014

沖縄在住の女性シンガーソ
ングライター jimama（ジマ
マ）。テレビ番組の「誰も知
らない泣ける歌」で取り上
げられ反響を呼んだ曲「大
丈夫」。心温まる歌声が、沖
縄の優しい風を運んできま
す！
一般　2,500 円
高校生以下　1,500 円
※全席自由席。未就学児は無料。前売券が完売し
た場合は、当日券はありません

土居文化会館（ユーホール）　28-6353

チケット市内先行販売　7月 16 日（水）9：00 ～

土居文化会館、文化図書課、川之江文化センター

9/6（土）13：00 ～ 14：00

HITO 病院 3階　大会議室

低血糖・シックデイについて、薬の種類と副作用、
食物繊維の効果（野菜ケーキ付）、リハビリ体操
240 円
9/3（水）12：00 まで
※要申し込み

HITO 病院　栄養科　29-5210

薬の種類と低血糖

HITO 病院糖尿病教室

8/16（土）13：00 ～ 14：00

HITO 病院 3階　大会議室

医師による脳梗塞についての説明・管理栄養士に
よる降圧効果のある食べ物（フレッシュスムー
ジー付き）・リハビリ体操
240 円
8/13（水）12：00 まで
※要申し込み

HITO 病院　栄養科　29-5210

脳梗塞と血圧管理

HITO 病院健康教室

かわのえ高原ふるさと館　28-6260

10/1（水）・8日（水）・29 日（水）・

11/12（水）・26 日（水）

9：30 ～ 11：30（全 5回）

※希望者は引き続き上級過程へ進

めます

表具作りの基礎を学ぶ（初級～中級）

表装講座受講生募集

ハガキ掛け、色紙掛けの 2 点を
制作
髙橋　守さん
750円（別途材料費3,500円程度）
5名（先着順）
ふるさと館窓口
（電話申し込み不可）

五感で楽しむ中秋の名月

観月会 無 料

9/8（月）・9（火）

18：30 ～　暁雨館

中秋の名月の鑑賞会
吟詠、筝と篠笛のしらべ、
お茶席（お茶席券が必要）
■演奏：
8日（月）清吟堂・中川社中
9日（火）清吟堂・横笛会
1日 60 名（1団体 5人まで）
8/8（金）から先着順

　暁雨館　28-6325

8/23（土）18：00 開場

　　　　　18：30 開演

土居文化会館（ユーホール）

行進曲・クラシック・ア
ニメメドレー・Ｊ－ＰＯ
Ｐなど、お子様から年輩
の方までお楽しみいただ
けるプログラムを用意し
ています
※市発足 10 周年記念企画
もあります
ゲスト：三島東中学校吹奏楽部
司会：らくさぶろう
500 円（高校生以下、身障者手帳提示の方無料）

第 24 回定期演奏会

四国中央市民吹奏楽団

四国中央市民吹奏楽団　090-2825-8814（平田）

HITO 病院　地域医療介護連携課　29-5704

第 6回 HITO 病院地域医療講演会

脳卒中にならないために

8/28（木）19：00 ～ 20：30

HITO 病院 3階　大会議室

脳卒中から命を守り、後遺症の
軽減に繋がるよう、脳卒中発症
時の症状とその際の適切な対応
方法や予防方法などを学んでみ
ませんか
久門良明さん
（愛媛大学大学院医学系研究科地域医療再生学講座
サテライトセンター　主任教授、HITO病院脳卒中セ
ンター　センター長）
医療従事者および一般市民
250名程度（事前の申し込みは必要ありません）

無 料

郷土の作品を堪能

かわのえ高原ふるさと館 8月の展示

かわのえ高原ふるさと館
28-6260

■心で描く画
え

～南画の世界展～

8/2（土）～ 9/7（日）

1階企画展示室

南画の歴史とその魅力をご
紹介。郷土の南画を守って
きた人々の物語もお伝えし
ます

入館無料

紙のまち資料館　28-6257

火・木・土・日曜日

13：00 ～ 16：00

（受付は 15：30 まで）

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

夏休みに手漉きを体験しよう！

8 月は手漉き体験強調月間です

入館無料■ FUNFAN( ふぁんふぁん )展

開催中～ 9/7（日）9：00 ～ 16：00

伝統的な和紙や新素材のうちわ、楽しい
デザインのうちわなど、古くてトレンディ
なうちわ「FAN」を約 100 点展示。


