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第 10 回四国中央市産業祭
第 17 回ＪＡうまグリーンフェスタ

11/15（土）10：00 ～ 16：00

11/16（日）　9：00 ～ 15：00

伊予三島運動公園体育館

ＪＡうまジャジャうま広場

農産物展示・地方発送、地魚販売、紙加工品展、
赤石五葉松盆栽展、フリーマーケット、各種バザー
など

もち投げ　15 日 11：00 体育館前
　　　　　　　 15：00 ＪＡ経済センター前
          16 日 10：00 ＪＡ経済センター前
　　　　　　　 14：00 体育館前
農作物せり市　 16 日 14：30 ～体育館前

四国最大級の大鍋で特産の里芋（伊予美人）を
使った「いも炊き」も販売します！（16 日のみ）

農業振興課　28-6323

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

11/ 4（火）  川之江児童館  1・2 歳児主体

11/13（木）  川之江体育館  自由あそび主体

11/14（金）  新宮公民館  新宮あそびの広場

11/19（水）  川之江保健センター  0 歳児主体

11/25（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

第二次世界大戦末期、アメリカ本土へ
向けて放たれた風船爆弾。この気球部
分を軍の特命として作成を命じられた
川之江高等女学校 33 回生の生徒の手記をまとめた本
が原作。地元市民を中心にミュージカルとして上演
演出：田辺国武（四国中央市ふるさとアドバイザー）

文化図書課　28-6043
実行委員会（谷井）　58-2345

11/15（土）18：00 開演

11/16（日）11：00 開演・15：00 開演

土居文化会館（ユーホール）

偉大なる先人を称えて

尾藤二洲没後 201 年祭記念行事

■没後 201 年祭

12/4（木）9：00 ～ 9：40

川之江城山二洲記念碑

尾藤二洲顕彰会（真鍋）　58-8078

■尾藤二洲と宇摩地域（展示解説）

12/4（木）10：30 ～ 11：30

川之江文化センター 2階　展示室

芸術の秋をお楽しみください

高原ふるさと館 11 月の展示

かわのえ高原ふるさと館　28-6260

終戦から 69 年目の今年。ふ
るさと宇摩に残る戦争の記憶
を資料とともにみつめます

■ 69 年前～ふるさと・戦争の記憶～

開催中～ 11/30（日）

1階企画展示室

書道クラブ会員による作品
展。美しい書の世界をご堪
能ください

■川之江書道クラブ 「書」展 

11/15（土）～ 11/30（日）

2階ギャラリー展示室

油絵講座生による作品展。力作の数々をご覧ください

■高原ふるさと館油絵講座作品展

開催中～ 11/9（日）

2階ギャラリー展示室

※チケット好評発売中！（前売2,000円　当日2,500円）

12/6（土）12：30 ～

HITO 病院 3階　大会議室

看護師：フットケアで足を守ろう
医師：糖尿病の合併症
管理栄養士：糖尿病腎症とタンパク制限
リハビリ：運動
240 円（弁当付）
12/3（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

第 95 回四国中央ふれあい大学講座

風船爆弾を作った日々～しゃぼん玉、宇宙までとばそ！～



200 円　※高校生以下無料

11/26（水）～ 11/30（日）9：00 ～ 17：00

（最終日は 16：00 まで）

福祉会館 4階　多目的ホール

県内の秀逸な作品が一堂に

秋季県展四国中央市移動展

文化図書課　28-6043

チケット販売所　土居文化会館（ユーホール）、
文化図書課、川之江文化センター

写真とポエムのコラボ

みどりうさぎの子守詩　画像詩展

画像詩とは写真の中に詩を入
れた作品。主に愛知・愛媛・
香川の医療施設で「患者さん
やご家族に癒しと安らぎの場
を提供したい」を基本理念に
活動を続けている。新旧の代表作を約 100 点展示

開催中～ 12/7（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、11/4（火）、11/25（火）]

紙のまち資料館　28-6257

■手すき和紙体験実施中（詳細はお問い合わせください）

お年寄りや地域の人たちとふれあい、楽しい１日
を過ごしませんか

12/7（日）9：00 ～

みしま児童センター

楽しい 1日を過ごしましょう

もちつき大会

みしま児童センター　28-6072

芝生広場であそぼう、つくってあそぼう、パト
カー・白バイ乗車体験、ゲーム、各種バザーほか

11/9（日）9：00 ～ 12：15

川之江児童館　遊戯室・芝生広場

参加者にはプレゼントがあるよ！

児童館まつり

川之江児童館　28-6290

12/7（日）9：30 スタート

浜公園周辺コース

ＰＴＡ、中学生、一般女子（高校生を含む）、

一般男子（高校生を除く）の部

6 区間 15 キロ　選手 6名　補欠 2名
一般男子（高校生を含む）の部

4 区間 15 キロ　選手 4名　補欠 2名
1チーム 2,000 円（保険料含む）
11/3（月）～ 11/14（金）
火曜日を除く 8：30 ～ 17：15 まで

伊予三島運動公園体育館　28-6071
川之江体育館　28-6255

11/9（日）10：00 ～

土居町浦山川

山岡　遵
じゅん

さん
（自然観察指導員）
100 円　　 20 名（先着順）
11/6（木）まで

中川　090-3787-6988

市内の小学 4 年生～中学 3 年生
から応募があった「税に関する
習字」3,691 点のうち優秀作品 90 点を展示します

11/11（火）～ 11/17（月）

フジグラン川之江店　別館 1階

優秀作品 90 点を展示

税に関する習字展

伊予三島税務署　24-5410

堀内信夫さん（四国中央警察署生活安全課長）
板﨑美穂さん（愛媛県警察本部）

11/25（火）13：30 ～ 15：00

ホテルグランフォーレ

護身術を学んで身を守ろう

女性と女児が身を守るための講演会

国際ソロプチミストイースト愛媛　24-1226

11/22（土）・11/23（日）

土居文化会館（ユーホール）

■マルシェ（前庭）10：00 ～ 15：00（両日）

バームクーヘン、コーヒー、鯛めし、たこめし、ロー
ルケーキ、とうふ、黒砂糖、キッシュ、ベーグル、
野菜、焼き芋、じゃこ天など

四国中央ふれあい市民劇団事務局（岸）090-2784-3555

■ 11/22（土）

■ 11/23（日）

※ 12 時～ほっこりん・みきゃんとじゃんけん大会

11 月 11 日の「介護の日」に合わせて、
介護・福祉に関する「俳句」の優秀
作品の表彰や、介護相談、福祉機器
の展示・体験などを実施します。当日は「しこちゅ～」
をはじめ、県内のゆるきゃらも参加します！

特別養護老人ホームしあわせの家　28-2871
特別養護老人ホーム豊寿園　28-6377

11/11（火）13：00 ～ 16：00

イオンモール新居浜 1階　イベント広場

人気店のケーキを集めて「SWEETS PARTY ☆」を
行います　※マッチング有
男性 3,000 円　女性 2,500 円
20 歳以上の独身男女
100 名（グループ参加も可）※応募多数時は抽選
ホームページ参照

12/7（日）13：30 ～ 16：30

福祉会館 4階　多目的ホール

えひめ結婚支援センター　東予事務所
0897-47-4853

シンポジウム「認知症疾患対策の方
向性」「認知症の連携について考える」
七條文雄さん（鈴江病院　脳神経
外科部長）
■シンポジスト
大西　緑さん（地域包括支援センター）、窪田　浩
さん（四国中央病院　認知症疾患医療センター）
300 名　　 12/2（火）まで

HITO 病院　在宅医療連携拠点センター　59-9040

大切な人が認知症になったら

在宅医療連携講演会

12/9（火）19：00 ～ 20：30

福祉会館 4階　多目的ホール

11/10 ～ 11/16 は「糖尿病週間」です

四国中央病院 市民公開講座

「軽い糖尿病と言われたら？」
中屋　豊さん
（四国中央病院　副院長）

11/12（水）15：00 ～ 16：00

四国中央病院 3階　講堂

四国中央病院　総務課　58-3515

着ぐるみ人形劇「3 びきのこぶた」
と、「ノンタン」の2本立てです。ファ
ンタジー世界のワクワクドキドキを
親子で一緒に楽しみませんか？

四国中央ふれあい大学事務局（文化図書課）28-6043

12/20（土）14：00 開演（13：30 開場）

市民会館川之江会館　大ホール

1,000 円（当日 1,500 円）　3歳以上～　※全席自由
11/19（水）8：30 からチケット販売

※年間パスポートをお持ちの方は黄緑色のチケットで入場可

津軽民謡メドレーほか

霧の森交湯～館　72-2611

11/23（日）14：00 ～

霧の森交湯～館

※申込書に保険料を添えて提出

チケット販売所　文化図書課、川之江文化センター、
土居文化会館（ユーホール）

ローソンチケット（Lコード：65313）は 11/26（水）～

上映後、監督と主演の対談「小学
校で学校に行きたくない愛ちゃん」
も催されます

11/30（日）開演 13：00（開場 12：30）

土居文化会館（ユーホール）

不登校を考える親の会ほっとそっと mama（近藤）
080-5669-7147

http://www.msc-ehime.jp/

12：30 ～  フレンドハーモニー
 （ハーモニカ）

13：00 ～  悠々会（津軽三味線）

14：00 ～  劇団サイケデリック
 マンモス（演劇）

15：45 ～  ラフミックス （コーラス）

18：00 ～  劇団サイケデリック
 マンモス（演劇）

 12：30 ～  日本舞踊
 12：45 ～  雅楽（笛）
 13：30 ～  四国まん中アートコロニー （シンポジウム）

市民の文化芸術活動の交流イベント

ふれあい・あ～とフェスタ vol.4

第 96 回四国中央ふれあい大学講座

劇団飛行船　マスクプレイミュージカル

de 愛イベント

クリスマス・スイーツパーティー

地球の謎に迫る～地質と生きものかかわりを調べよう～

第 3回バオバブ体験隊

まちづくり活動支援事業

「さなぎ」上映会＆監督トーク・交流会

勇壮な津軽三味線の調べをお楽しみください

津軽三味線「村上三絃道」

いい日　いい日　毎日　あったか介護ありがとう

「介護の日」イベント開催！

参加チーム募集！

四国中央市駅伝競走大会


