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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
10/ 7（火） 川之江児童館  1・2 歳児主体
10/ 8（水） 川之江保健センター  0 歳児主体
10/20（月） 新宮公民館  新宮あそびの広場
10/21（火） 川之江図書館  おはなし主体

自由参加

乳児保育所こども村　56-1310

「結い」の想いを音楽にのせて

風の谷の音楽祭

10/13（月・祝）10：30 ～ 15：30

別子山　ゆらぎの森（新居浜市）

福島県のフォークデュオ IN THE WIND さんや、
県内外のアマチュアミュージシャンなどが出演
する熱いライブ！会場では、キッズコーナーや
地元の新鮮野菜、秋の味覚などの販売もします
入場無料　※チャリティー BOX 設置

観光交流課　28-6187

かわのえ高原ふるさと館　28-6260

あの有名人がそっくりその
ままイラストになりました

■まんが似顔絵展

10/4（土）～ 10/19（日）

■四国中央現代アート展

開催中～ 10/26（日）

芸術の秋をお楽しみください

高原ふるさと館 10 月の展示
入館無料

◇ 1階企画展示室

◇ 2階ギャラリー展示室

～まんが似顔絵イベント開催！～

講座生があなたの似顔絵を楽しく描きます。
期間中の毎週日曜日　10：00 ～ 15：00（1 枚 50 円）

油絵講座生による作品発表
展。日頃の成果をご覧くだ
さい

■油絵講座作品展

10/25（土）～ 11/9（日）

県民総合文化祭協賛事業

平成 26 年度文化祭

【展示の部】新宮小中学校
12/14（日）9:00 ～ 15:30
※新宮ふるさとまつり同時開
催 !!

市文化協会新宮支部事務局
28-6410

土居文化会館（ユーホール）
【展示の部】
11/2（日）・11/3（月・祝）
9:00～20:00（3日は16:00まで）
【お茶席】
11/3（月・祝） 9:00 ～ 15:00

【芸能発表会】
11/3（月・祝）12:30 ～ 16:00

市文化協会土居支部事務局　28-6353

川之江文化センター
【美術・工芸・菊花展】
11/1（土）～ 11/3（月・祝）
9:00 ～ 17:00（3 日は 15:00 まで）
【盆栽展】
11/1（土）～ 11/3（月・祝）
9:00 ～ 17:00（3 日は 16:00 まで）
【華道展】
11/2（日）～ 11/3（月・祝）
9:00 ～ 17:00（3 日は 15:30 まで）
【お茶席】11/3（月・祝）  9:30 ～
【俳句会】11/3（月・祝）13:00 ～

市文化協会川之江支部事務局　28-6236

【展示の部】
福祉会館・三島図書館
11/1（土）～ 11/3（月・祝）
9:00 ～ 17:00（3 日は 15:00 まで）
【お茶席】福祉会館
11/2（日）  9:30 ～ 15:00
【芸能発表会】中之庄公民館
11/2（日）12:30 ～　歌謡・日舞
11/3（月・祝）12:30 ～　洋楽・邦楽

市文化協会三島支部事務局　28-6043

川之江文化祭

三島文化祭

土居文化祭

新宮文化祭

10/25（土）10：00 ～ 16：00

10/26（日）10：00 ～ 15：00

伊予三島運動公園体育館

　 こども課　28-6027
　 http://kosodatefest.jimdo.com/

四国中央市
子育て応援キャラクター 

　ほっこりん 四国中央市Ｃ

フェスタで

一緒に

遊ぼうね

市発足 10 周年記念

四国中央子育てフェスタ 2014

雨天決行

歌って 踊って 笑って 家族ってハッピー
今年のテーマ

宇摩法人会社会貢献事業

第 16 回チャリティー講演会
無 料

11/11（火）18：30 ～（開場 17：30）

市民会館川之江会館

（公社）宇摩法人会事務局　24-7468

入場整理券は、10/24（金）から宇摩法人会事務局、
愛媛県紙パルプ工業会、四国中央商工会議所、土
居町商工会、土居文化会館（ユーホール）、市内
各公民館で配布します。※ 1人 2枚まで

講演「木久蔵流・笑うが一番」
林家木久蔵さん（落語家）
無料　※入場整理券が必要

開催中～ 10/18（土）

暁雨館　ロビー　（休館日／月曜日、祝日の翌日）

絵てぬぐい愛好者（真鍋）090-1006-5898

懐かしの日本てぬぐいが織りなす季節の絵模様…

絵てぬぐい軸表装展 入館無料

石ころが芸術作品に変身！

ストーンアートにチャレンジ！

10/19（日）9：00 ～ 12：00

暁雨館

暁雨館　28-6325

子どもから大人まで楽し
めるアートです　※小学
生以下は保護者同伴
絵を描きたい石ころ、絵
の具、筆、パレットなど

今年もやります！

愛石のススメ展

10/7（火）～ 11/23（日）※最終日は 15：00 まで

暁雨館　企画展示室
（休館日／月曜日、祝日の翌日）

入館無料

赤石愛石会が収集した赤
石山系の岩石や鉱物標本
などを展示

暁雨館　28-6325

■ 25 日（土）

　ケロポンズコンサート、キッズアート、ほっこ
　りんショー
■ 26 日（日）

　0 歳からのコンサート、赤ちゃんはいはいレー
　ス、家族仮装大賞

このほかにも、楽しいイベントがたくさん！

秋の自然と遊ぼう！

秋のネイチャーゲーム大会
雨天決行

10/19（日）10：00 ～ 12：30（受付 9：30 ～）

森と湖畔の公園（受付は中央広場）

野外で五感を使って自然とふれあうゲームをし
ながら遊びます
家族連れ・大人・子ども
大人 300 円（高校生以上）
子ども 200 円
筆記用具・帽子・バンダナ・
敷物・水筒・タオル（持っ
ている人は、体験カード）
※雨天時は、雨合羽・長靴・傘
10/15（水）まで
〒 799-0401　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（石川）※ファクス兼



健康づくりを体験しませんか？

HITO 病院健康フェスタ
無 料

11/1（土）12：00 ～ 15：00

HITO 病院 3階　大会議室

血管健康チェック実演、
健康運動レッスン、健康
相談・体験コーナー、健
康食品の試食など

HITO 病院　栄養課　29-5210

がんを語らう

HITO サロン

無 料

10/6（月）14：00 ～ 15：00

HITO 病院 11 階　レストラン

日本笑いヨガ協会の鈴木孝
子さんによる「笑いヨガ」
実演のほか、ゆったりとし
た空間でがん患者の方やご
家族の交流を図ります。悩
みの解消や将来について、
一緒に考えてみませんか？

HITO 病院　がん診療チーム　29-5729

世界脳卒中デー

HITO 病院　脳卒中相談会
無 料

10/29（水）11：00 ～ 14：00

フジグラン川之江店 2階

突然の頭痛や言語障害、
手足の脱力・しびれ。一
時的によくなっても、そ
れは脳卒中の予兆かも…。
気になることは、専門医
などの相談員にお気軽に
ご相談ください

HITO 病院　地域医療介護連携課　29-5704

東日本大震災・広島土砂災害チャリティー

秋まつりピアノ＆トーク名曲コンサート

10/12（日）13：30 ～（開場 13：00）

市民会館川之江会館

川之江町出身の松本博光さんによ
るピアノコンサート。クラシック
や映画の名曲を演奏します
500 円　※全席自由

　辰巳会事務局（大西）　56-2829

新宮産の旬な採れたて野菜が満載

新宮秋の大収穫祭

10/26（日）10：00 ～

霧の森イベント広場

栗のつかみ取り大会、
地元特産品などの各
種バザー、アコース
ティックギターライブ

（なつかしのフォークソング＆ポップス）、餅まき
など楽しいイベントが盛りだくさん！

観光交流課　28-6187

雨天決行

11 階レストランでは、糖
尿病予防メニュー（500 円）
を提供　※ 11 時～ 14 時

10/23 ～ 12/11（毎週木曜日・全 8回）

19：00 ～ 20：00

四国中央市保健センター

英会話、始めてみませんか？

初心者英会話④

「これから英語を学習して
みたい」、「復習して次のス
テップに進みたい」と思っ
ている方、基礎をやさしく
勉強できます
ショーン・モンゴメリーさん、シャネ・ブラウ
ンさん
一般 5,000 円　会員 2,500 円
※テキスト「インターチェンジ 3rd Edition」が
必要な方は、別途 3,000 円程度必要
高校生以上
20 名

11/12（水）・11/18（火）・11/26（水）・12/3（水）・

12/10（水）・12/17（水）　※全 6回

19：00 ～ 20：00

四国中央市保健センター

世界中のニュースを読もう！話そう！

NEWS 英会話

世界中のニュースを拾い読み
しながら、英語と世界の情勢
を勉強しましょう。授業は英
語でディスカッションします
ショーン・モンゴメリーさん
一般 4,000 円　会員 2,000 円
中級者以上
15 名

　市国際交流協会　28-6014

　市国際交流協会　28-6014

トリック・オア・トリート！

SIFA のハロウィンパーティ

　市国際交流協会　28-6014

10/25（土）

13：00 ～ 15：00 親子ランタン作り

17：00 ～ 20：00 ハロウィンパーティ

福祉会館 4階　多目的ホール

11/8（土）13：00 ～ 16：00

四国中央市保健センター

四国中央市から世界へ！聞いて、食べて！

海外留学・ワーキングホリデーセミナー

本市出身で海外生活経験を持つ先輩の話を聞い
て、異文化への理解や関心を高め、将来進む道
の選択肢を広げましょう。また、簡単な料理を
作って食体験してみましょう
一般 500 円　会員 300 円
中学生以上
30 名

　市国際交流協会　28-6014

10/25（土）～ 12/7（日）

霧の森ギャラリー（ふれあい館内）

（定休日／月曜日、祝日の場合は翌日）

霧の森ギャラリー展

石川憲二　癒しの水彩画展

霧の森　72-3111

入館無料

癒しの原風景を主題とし
た水彩画に込められた石
川さんの癒しの世界を、
どうぞお楽しみください

ハロウィンパーティを今
年も開催します。ゲーム
や仮装コンテストなど盛
りだくさん！ハロウィン
を楽しみましょう !!
【ランタン作り】1,000 円
※要予約（先着 15 組、1
家族 1個まで）
【パーティ】

予約　一般 300 円 / 人　会員 200 円 / 人
当日 一般 1,000 円 / 人　会員 500 円 / 人
※予約特典あり！

いろいろなスポーツを体験 !!

スポーツアドベンチャーin四国中央市

11/3（月・祝）8：45 ～ 12：00（受付 8：30 ～）

伊予三島運動公園体育館ほか

バスケットボール・バ
レーボール・スポーツ
クライミングやラグ
ビーなど約 20 種目のス
ポーツが楽しめます！
体力測定もあります
小学生以上
1人 200 円
10/22（水）17：00 まで
伊予三島運動公園体育館・川之江体育館・土居
総合体育館（アリーナ土居）

（公財）四国中央市体育協会事務局
（伊予三島運動公園体育館）28-6071

雨天決行


