
県民総合文化祭協賛事業

平成 27 年度文化祭

川之江文化センター
■美術・工芸・菊花展

11/1（日）～ 11/3（火・祝）
9:00 ～ 17:00（3 日は 15:00 まで）
■盆栽展

11/1（日）～ 11/3（火・祝）
9:00 ～ 17:00（3 日は 16:00 まで）
■華道展

11/2（月）・11/3（火・祝）
9:00 ～ 17:00（3 日は 15:30 まで）
■お茶席　11/3（火・祝）  9:30 ～
■俳句会　11/3（火・祝）13:00 ～

市文化協会川之江支部事務局　28-6236

川之江文化祭

■展示の部

福祉会館・三島図書館
11/1（日）～ 11/3（火・祝）
9:00 ～ 17:00（3 日は 15:00 まで）
■お茶席

福祉会館
11/1（日）  9:30 ～ 15:00
■芸能発表会

中之庄公民館
11/1（日）12:30 ～ 15:30　日舞・歌謡
11/3（火・祝）12:30 ～ 15:30　洋楽・邦楽

市文化協会三島支部事務局　28-6043

三島文化祭

土居文化会館（ユーホール）
■展示の部

11/2（月）・11/3（火・祝）
9:00～20:00（3日は16:00まで）
■お茶席

11/3（火・祝） 9:00 ～ 15:00
■芸能発表会

11/3（火・祝）13:00 ～ 16:00

市文化協会土居支部事務局　28-6353

土居文化祭

■展示の部

新宮小中学校
11/15（日）9:00 ～ 15:00
※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

新宮文化祭

■四国中央現代アート展

10/3（土）～ 11/8（日）

郷土の作品を堪能

高原ふるさと館 10 月の展示

入館無料

◇ 1階　展示室

戦後 70 年をテーマに、市内のアーティストたち
が新しい表現を模索し挑戦しています。

かわのえ高原ふるさと館　28-6260

◇ 2階　ギャラリー展示室

あの有名人たちが楽しいイラストになりました！

■まんが似顔絵展

10/3（土）～ 10/18（日）

～まんが似顔絵イベント開催～

講座生があなたの似顔絵を描きます！
10/4（日）、10/11（日）、10/18（日）
10：00 ～ 15：00　　 1 枚 50 円

休館日／月曜日、祝日の翌日

クラブ会員による書作品展。「書」の美をご堪能
ください。

■川之江書道クラブ　書展

10/24（土）～ 11/8（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) 

と き ところ 内容や対象者
10/ 1（木） 川之江児童館  1・2 歳児主体
10/ 2（金） 新宮公民館  新宮あそびの広場
10/ 8（木） 川之江保健センター  0 歳児主体
10/20（火） 川之江図書館  おはなし主体
11/ 2（月） 新宮公民館  新宮あそびの広場

自由参加

乳児保育所こども村　56-1310
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10/25（日）9：00 ～ 16：30

伊予三島運動公園体育館

こども課　28-6027

四国中央市Ｃ

四国中央市

子育て応援キャラクター 

ほっこりん

今年もやってきました♪

四国中央子育てフェスタ 2015
雨天決行

つなぐ～手をつなぐ・心をつなぐ・世代をつなぐ～

今年のテーマ

0 歳からの音楽コンサート、カノン feat. 松本隆
博ライブ、赤ちゃんはいはいレース、紙のまち
わくわ～くアート、ほっこりんショー、ほっこ
りんイラスト＆エピソード表彰など

県総合科学博物館企画展

なつかしの家電　おどろきの道具

10/10（土）～ 11/23（月・祝）

愛媛県総合科学博物館

当館収蔵品と、増田健一さん（大阪市立住まい
のミュージアム　特別研究員）が集めた昭和 30
年代の家電製品を展示。なつかしの家電製品や
道具を見て、子どもから高齢者まで交流しなが
ら、技術と当時の生活を語り合ってみませんか？
常設展観覧券が必要 [65 歳以上 260 円、大人（高
校生以上）510 円、中学生以下は無料 ]

県総合科学博物館　0897-40-4100

シルバー人材センター事業普及啓発促進月間

ふれあいフェスティバル・会員作品展

シルバー人材センター　57-0455

■第 4回シルバーふれあいフェスティバル

10/24（土）10：00 ～ 14：00（予定）　※雨天順延

川之江文化センター横駐車場

■第 5回シルバー会員作品展

10/24（土）9：00 ～ 16：30

10/25（日）9：00 ～ 15：00

川之江文化センター 2階　ホール

宇摩法人会社会貢献事業

第 17 回チャリティー講演会

11/12（木）18：30 ～（開場 17：30）

市民会館川之江会館

宇摩法人会事務局　24-7468

入場整理券は、10/26（月）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

「夢を走り続ける女たち」
増田明美さん（スポーツジャー
ナリスト）
無料　※入場整理券が必要

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（火・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、体力測定
など約 20 種目のスポーツが楽し
めます！
小学生以上
1人 200 円
10/21（水）17：00 まで
伊予三島運動公園体育館・川之江体育館

四国中央市体育協会事務局　28-6071

雨天決行

子どもたちの成長を願って

あったか子育てセミナー

11/6（金）19：00 ～ 21：00（開場 18：30）

福祉会館 4階　多目的ホール

「楽しく遊んで　よりよく伸ばす」～子どもの発
達を促す遊び～
田内広子さん（県立子ども療育センター）
子育て中のお父さん・お母さん、子どもたちの
成長に関わっている方
10/30（金）まで
電話・Eメール・ファクスのいずれか

　こども課　発達支援室　28-6029
　28-6030　　hattatsu@city.shikokuchuo.ehime.jp 弘法大師・空海を偲ぶ

琵琶と能管の夕べ

11/7（土）18：00 ～（開場 17：30）

古今荘（上分町）

琵琶・能管奏者の 2人組「伽
き ゃ ら

羅」による演奏会
一般 3,000 円、小・中・高校生 1,000 円
100 名　※先着順。鑑賞券販売中！

　花のしるべ世話人会事務局　090-6889-0868
※月曜日～金曜日の 10:00 ～ 15:00

10/3（土） 9：00 ～ 12：00

二洲生誕地碑公園（川之江八幡宮隣）

江戸時代の学問の道を歩く

先哲（尾藤二洲）の道ウォーキング

雨天決行

二洲うどんの接待もあります。
尾藤二洲顕彰会（真鍋）　58-8078



第 99 回四国中央ふれあい大学講座

吉田沙保里選手＆栄和人監督トークショー

11/29（日）14：00 ～（開場 13：30）

市民会館川之江会館

レスリングでオリンピック 3 連
覇！挫折からの復活、勝利への
道は？監督と息の合ったトーク
が繰り広げられます。
一般 2,000 円
高校生以下 1,000 円
（当日券 500 円増）
※全席自由、未就学児童は入場不可
※年間パスポートをお持ちの方は、黄緑色のチ
ケットで入場できます

四国中央ふれあい大学事務局（文化振興課）
28-6043

チケット市内先行販売：10/28（水）8：30 ～
文化振興課（商工会館 2 階）、川之江文化セン
ター、土居文化会館（ユーホール）

一般プレイガイド前売り販売：11/4（水）～
ローソンチケット（Lコード：62304）
※完売した場合、当日券の販売はありません

別子・翠波はな街道サイクリング2015
＆てらの湖畔広場・秋の感謝祭

■別子・翠波はな街道サイクリング 2015

11/1（日）8：00 ～ 16：00

ロングコース：道の駅「霧の森」から新居浜市別子

山筏津の折り返しコース

ファミリーコース：法皇湖周遊コース

当日は、道の駅「霧の森」から新居浜市別子山

筏津に向けての県道 5 号・県道 6 号・国道 319

号を多数の参加者が自転車で走行しますので、

皆さまのご声援をお願いします。なお、道路交

通法を遵守して走行しますが、近隣にお住まい

の皆さま及び近くで自動車などを運転される方

は、ご理解とご協力をお願いします。

別子・翠波はな街道サイクリング 2015 実行委員
会事務局（観光交流課内）　28-6187

■てらの湖畔広場・秋の感謝祭

11/1（日）10：00 ～ 15：00

サイクリング昼食及びファミリーコース会場、産直

市、田舎料理販売など

（感謝祭のみの来場も大歓迎！）

四国まんなか交流協議会

紙漉き・水引体験と産業祭

11/15（日）8：30 ～ 16：00

市役所本庁に集合

三好市・観音寺市のみなさんと交流しながら、
紙のまち資料館での紙漉き・水引体験、産業祭
探索などをお楽しみください。
無料　※飲食代などは各自負担
小学生以上（小・中学生は保護者同伴）
15 名程度（申し込み多数の場合は抽選）
10/19（月）17：00 まで
事業名「3 市交流事業」、氏名、住所、年齢、電
話番号（携帯電話をお持ちの方は携帯番号）を
明記し、はがき・E メール・ファクスのいずれか
で申し込みください。

　経営企画課　28-6005　　　28-6056
〒 799-0497　三島宮川 4丁目 6番 55 号
　seisaku@city.shikokuchuo.ehime.jp

霧の森　72-3111

霧の森ギャラリー展

松柏陶芸クラブ作陶展

10/3（土）～ 11/8（日）

霧の森ギャラリー（菓子工房新宮本店 2階）
休館日／月曜日（祝日の場合は翌平日）

入館無料

松柏陶芸クラブが発足して 20年
余り。灯油窯・電気窯・穴窯の 3
つの窯を使って制作した、独創
的な作品をご覧ください。

霧の森玉水橋（第 1駐車場から見える赤い橋）は、

補修工事のため、11 月から平成 28 年 3 月まで通

行止めとなる予定です。

霧の森交湯～館 10 周年記念イベント

ガラポン抽選会（空くじなし）

10/4（日）・10/12（月・祝）・10/17（土）

10：00 ～　※各日先着入浴者 126 名で終了

入浴回数券や入浴用品などが当たる抽選会

霧の森交湯～館　72-2611

糖尿病とうまく付き合おう

HITO 病院健康フェスタ
無 料

11/7（土）12：00 ～ 15：00

HITO 病院 3階　大会議室

糖尿病についての講演、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。
11 階レストランでは、11 時から 14 時まで、ヘ
ルシーバランスランチ（500 円）を提供します。
HITO 病院　栄養科　29-5210

全国一斉シェアリングネイチャーの日

木を抱きしめよう
雨天決行

10/18（日）10：00 ～ 12：30（受付 9：30 ～）

森と湖畔の公園（受付は中央広場）

野外で自然とふれあうゲームをしながら、木と
ふれあい、いろいろな感覚で感じて楽しみます。
家族連れ・大人・子ども
大人（高校生以上）300 円、子ども 200 円
筆記用具（1 人 1 本）、バンダナ（大きめのハン
カチ）、敷物、水筒（持っている人は、体験カード）
※雨天時は、雨合羽、長靴、傘
10/14（水）まで
〒 799-0401　村松町 600　西川弘之
　akaboshisn@gmail.com
（はがきまたは E メールに、参加希望者全員の住
所、氏名、年齢、電話番号を明記）

えひめ赤星シェアリングネイチャーの会（石川）
24-7551

　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

10/24（土）

13：00 ～ 15：00 親子ランタン作り（要予約）

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

ハロウィンゲームや仮装コンテス
トなど盛りだくさん！みんなでハ
ロウィンを楽しみましょう !!
■ランタン作り　1,000 円
※先着 15 組、1家族 1個まで
※ランタンは会場に飾っていただ
きます。終了後、持ち帰り可
■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！

新宮産の旬な採れたて野菜が満載

第 10 回新宮・秋の大収穫祭

10/25（日）10：00 ～

霧の森イベント広場

野菜の重量当てゲーム、栗のツカミ取り大会、
大道芸パフォーマンスショー、餅まき、蛇口か
らお茶が出る「ちゃぐち」、各種バザーなど

観光交流課　28-6187

雨天決行

「もしも」のために…

四国中央病院　市民公開講座

10/30（金）15：00 ～ 16：00

四国中央病院 3階　講堂

「がんと緩和ケア～家族ががんになった時～」
尾﨑共代さん（緩和ケア認定看護師）

四国中央病院　総務課　58-3515

無 料

生きがい講座「ライフデザイン」

楽しい着付け講座（後期）受講生募集！

11/10 ～平成 28 年 2 月（主に毎週火曜日・全 15 回）

10：00 ～ 11：30

土居文化会館（ユーホール）

岸　照子さん
1講座 1,500 円・衣紋抜き代 350 円
6 名　※定員を超えた場合は抽選（未受講者優先）
とし、抽選結果は応募者全員に通知します
10/28（水）まで
定員に満たない場合は、開講しないことがあり
ます。また、日程などを変更する場合があります。

　土居文化会館（ユーホール）　28-6353


