
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
12/ 2（火） 川之江児童館  1・2 歳児主体
12/ 4（木） 新宮公民館  新宮あそびの広場
12/16（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
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郷土の作品をお楽しみください

高原ふるさと館 12 月の展示

かわのえ高原ふるさと館　28-6260

心温まる、言葉と絵。念願
の個展開催です

■心つなぐ絵手紙展

12/6（土）～ 12/21（日）

2階ギャラリー展示室

市内の写真家・写真愛好家による写真を展示。こ
だわりの１ショットの数々をぜひご覧ください

■高原ふるさと館写真展

12/6（土）～ 12/28（日）
※最終日は 13：00 まで

1 階企画展示室

安藤正楽、飽くなき探求心

企画展「歴史は過去の夢」

12/6（土）～ 2/1（日）
※休館日：月曜日、祝日の翌日、

年末年始（12/29 ～ 1/3）

暁雨館

多彩な才能を持ち、明治から
昭和を生きた土居町出身の安
藤正楽。その多岐にわたる彼
の興味のうち、歴史に関する
ことを中心にご紹介します

暁雨館　28-6325

社会人落語の名人たちがお届
けする、すばらしき落語の世
界をどうぞご堪能ください
■出演
芸乃虎

こ

や志
し

、寿亭茆
りゅうまち

町（兵庫）、
芸乃虎や志一門　ほか

12/7（日）10：00 ～

土居文化会館（ユーホール）

チョーサ寄席 in UMA

うま！こころの健康寄席

豊岡台病院　25-0088

新年もちつき大会

12/23（火）～ 1/4（日）営業
■交湯～館　10：00 ～ 21：00
 （12/29 のみ 10：00 ～ 19：00）
■霧の森　　10：00 ～ 17：00

霧の森交湯～館 72-3111

年末年始は休まず営業！

霧の森イベント

1/2（金）13：00 ～ 15：00　※雨天決行

霧の森交湯～館　玄関口

昔ながらの杵つき餅の実演＆体験！
つきたて紅白餅と温かいぜんざいの
振る舞いもあります♪（無くなりし
だい終了）

本市発足10年を経て、各界から更なる発展を願う

新年交歓会

1/5（月）11：00 ～ 12:00

ホテル グランフォーレ　

2,000 円

秘書広報課 秘書係 28-6003

楽しい行事がたくさん !!

みしま児童センター冬のイベント

1/11（日）　10：00 ～　
　 お正月に飾ったしめ縄などを燃やします

12/20（土）　14：00 ～　

　 クリスマスの話、人形劇など

12/13（土）　13：30 ～　
　 しめ縄を老人会の方と一緒に作ります

みしま児童センター　28-6072

※会場はすべてみしま児童センターです

プレゼント
もあるよ !!

しめ縄づくり

クリスマス会

どんど焼き

ユーホールロビー展

宇摩野鳥愛好会 野鳥の写真展

12/7（日）～ 12/21（日）

9：00 ～ 21：30
 〔初日 /13：00 ～ 　最終日 /～ 16：00〕

土居文化会館（ユーホール）
※月曜日は休館日

土居文化会館（ユーホール）　28-6353

JAGOA やさしいハンカチ展 Part3

被災地からのことばのハンカチ展

東北復興支援事業「やさしい
ハンカチプロジェクト」の一
環として、岩手・宮城・福島の商店街で復興に
かかわる方々が「今の思い」を言葉にしたものを、
日本グラフィックデザイナー協会会員がハンカ
チにデザインした約 300 点を展示。また会場で
は復興支援ハンカチを販売します

12/14（日）～ 1/25（日）
※月曜日、12/24、12/29 ～ 1/3、1/13

は休館日

紙のまち資料館

紙のまち資料館　28-6257

お肌のことの講演会

しみ・皮膚のｱﾝﾁｴｲｼ ﾝ゙ｸ 療゙法と皮膚がん治療

[ 左 ] 中西秀樹さん
（HITO 病院 形成外科
部長・美容外科部長）
[右 ]大川勝正さん

（HITO 病院 美容外科
医長）

12/16（火）14：00 ～ 15：00

HITO 病院 3階

HITO 病院 地域医療介護連携課　29-5704

12/21（日）11：00 ～ 20：00

イオン川之江店西駐車場

☆降雪広場
☆ミニＳＬ
☆しこちゅ～・ほっこりん・
　みきゃんがやってくる
☆白バイ・パトカー展示
☆各種バザーなど

SHIKOCHU 冬物語

しこちゅ～ 冬夜市

（社）法皇青年会議所 58-0899
 市民交流課 28-6014

■点灯場所　三島川之江インターチェンジ入口から
            北へ 700m の間
■点灯期間　点灯中～ 1/31（土） 

2014 ILLUMINATION IN SHIKOCHU

イオン川之江店
西側駐車場

点灯区間
 700 ｍ

スシロー

三島川之江
インター

国 道 11 号
バイパス

タイム　　
伊予三島店

第 6章「笑顔で街を照らせ！ただいましこちゅう発電チュウ！」

☆今治焼豚玉子飯
☆大三島ソースオムそば
☆しまなみ鯛だしラーメン
☆横手やきそば
☆津山ホルモンうどん
ほかいろんなグルメが登場！

《イベント（予定）》 《ご当地グルメ市（予定）》

第 97 回四国中央ふれあい大学講座

上妻宏光　Concert 2015

2/1（日）開場 15：00

   　　　開演 15：30

土居文化会館（ユーホール）

一般　2,500 円
（当日　3,000 円）
高校生以下　1,500 円
（当日　2,000 円）
※年間パスポートは赤色
※全席自由。ただし未就学児童入場不可

文化図書課　28-6043

チケット市内先行販売！
12/17（水）8：30 ～
■販売場所　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）

そのほかのプレイガイドでの前売り
12/24（水）～
ローソンチケット（Lコード：65837）


