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　1 8:00　霧の森第１駐車場 集合
          →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】
4/5（日）9:00 ～ 

塩塚高原
 

※悪天候の場合は中止

【バスツアー】

川之江城を見ながら春の行楽

城山公園桜まつり 

4/5（日）10:00 ～ 16:00
※荒天時 4/6（月）に順延

川之江城山公園

子ども写生大会、お茶席、
二洲太鼓演奏、火縄銃砲術演
武、野戦将棋、津軽三味線演
奏、もちなげ　など

観光交流課 28-6187

内容を変更する
場合があります

３月 4 月

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

第 16 回公演　　 

スタジオミュー ダンスステージ発表会

3/29（日）11：00 ～（10:30 開場）

16：00 ～（15：30 開場）

土居文化会館（ユーホール）

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

3/27（金）～ 4/12（日）

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）

桜花乱舞の散策をお楽しみください

向山公園桜まつり 

4/5（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、商振会抽選会、もち
　 投げなど

　 
　 上分公民館 28-6248

内容を変更する
場合があります

4/5（日）10:00 ～ 14:00
※荒天時 4/6（月）に順延

三島公園（ピクニック広場）　
駐車場 /市役所（庁舎）

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

三島観光協会 24-3555

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 4/5（日）のみ



紙のまち資料館企画展～紙
し こ く

國の紙あそび～

第 27 回紙講座生徒作品展（後期）

3/8（日）～ 4/12（日）9:00 ～ 16:00

紙のまち資料館 3階　企画展示室

紙講座（6 講座）のうち絵手紙・創作和紙人形・
手漉き和紙教室の生徒が 1 年間学んだ成果を発表
展示します

紙のまち資料館 28-6257

教室名 講　師

絵手紙教室 西原 久子さん

創作和紙人形教室 石村 永子さん

手漉き和紙教室 石川 英志さん
谷 順三さん

【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
10:00 ～ 11:30 

乳児保育所こども村 56-1310

川之江吹奏楽団が奏でる勇壮な調べ

第 32 回 スプリングコンサート

アフリカンシンフォニー、ウエスト
サイドストーリー・メドレーなど

3/22（日）14：00 ～（13：30 開場）

市民会館 川之江会館

無料

3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」
3/7（土）～ 3/21（土）9:00 ～ 21:30

（初日 13:00 ～　最終日 12:00 まで）

【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

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

3/22（日）14：00 ～（13：30 開場）

福祉会館 4階　多目的ホール

無料

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

3/7（土）～ 4/5（日）

陶芸・木工・油絵・表装講座
生による作品展。1 年間の学び
の集大成をどうぞご覧くださ
い
※最終日展示は 15 時まで

1 階企画展示室

■まんが似顔絵展

開催中～ 3/8（日）

2階ギャラリー展示室

かわのえ高原ふるさと館
28-6260

無料

まんが似顔絵講座生が描く、
有名人のそっくりな似顔絵が
並びます

市国際交流協会 28-6014

みんなで楽しく学びましょう！

初心者英会話④

英語学習初心者の方でもやさし
く勉強できる英会話講座です。
これから英語を学習してみた
い方、復習して次のステップ
にすすみたいと思っている方
を対象に、基礎をやさしく勉
強します
ショーン・ソルバーグ、ショー
ン・モンゴメリー
一般 4,000 円 / 会員 2,000 円
※テキスト代別途
高校生以上
20 名

4/2 ～ 5/14 毎週木曜日

全 6回 19:00 ～ 20:00

四国中央市保健センター

【休講日】
　4/30

～子どもたちのイメージのまま、自由に創造を～

創造アトリエあぷりこっと代表講演会

500 円（昼食持参）
4 歳以上の発達障がいのお
子さん（発達障害がないお
子さんも可）
30 名

3/28（土）9:00 ～ 13:00

福祉会館 4階　多目的ホール

権利擁護センター　PandA- 四 
29-5677

080-5666-9415（篠原）

【休館日】
月曜日
祝日の翌日

　 2015 吹奏楽コンクール課題曲、
　組曲「宇宙戦艦ヤマト」、（映画「千
　と千尋の神隠し」より）Spirited 
　Away など

　 四国中央市民吹奏楽団
　 090-2825-8814( 平田 )

愛媛大学医学部准教授である櫃
ひつもと

本
真
しんいち

聿さんを講師に迎え、「『かかり
つけ医と医療機能分化』のシンポジ
ウム」と題した講演会やパネルディ
スカッションを行います。参加者
には入浴剤セットプレゼント！

HITO 病院 戦略企画課 29-5664

愛媛県在宅医療普及推進事業

「かかりつけ医と医療機能分化」のシンポジウム

3/15（日）13:30 ～ 15:30

HITO 病院 3階 大会議室

無料

バオバブ体験隊のバードウォッチング

かわいい野鳥を探してみよう♪

みんなで一緒に野生の鳥たちを探しに行きませんか？
山本貴仁さん（西条自然学校）
100 円
20 名（先着順）
3/8（日）まで

090-3787-6988（中川）

3/15（日）10:00 ～

森と湖畔の公園

3 月の展示案内

霧の森ギャラリーの展示

本物のような、思わず触れたくなるほど美しい紙
の造形作品をお楽しみください

■「紙の造形ペーパーフラワー展」
開催中～ 3/28（土）

霧の森　72-3111

無料

　大川理恵さん
（創造アトリエあ
ぷりこっと代表）

～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
3/8( 日）10 時～ 15 時　　　1枚 50 円

【休館日】
月曜日

■講演「写真でみるきくエジ

プトのおはなし」※無料

（9：00 ～ 10：00）
■体験「ダンボールハウスを

つくろう！」＆「ダンボール

ハウスのおうちの中で食事し

よう！」

（10：00 ～ 13：00）と き ところ 内容や対象者
3/ 3（火）川之江図書館  おはなし主体
3/ 5（木）川之江児童館  1・2 歳児主体
3/10（火）川之江保健センター  0 歳児主体
3/12（木）川之江体育館  自由あそび主体
3/26（木）新宮公民館  新宮あそびの広場

無料
自由
参加


