
日 月 火 水 木 金 土                      

              　1  2

 3  4  5  6  7  8  9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

31

1 月12 月

日 月 火 水 木 金 土                      

       1　2  3  4  5

 6  7  8  9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31 

12/29（火）～ 1/11（月・祝）営業
■霧の森　　10：00 ～ 17：00
■交湯～館　10：00 ～ 21：00
※ 1/4 のみ短縮営業　10：00 ～ 19：00
（最終受付　18：30、飲食オーダーストップ　17：00）

年末年始は休まず営業！

霧の森　新年餅つき大会 2016

1/2（土）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と体験！
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）

霧の森交湯～館 72-2611

各界から本市の発展を願う

新年交歓会

紙のまち資料館　28-6257

1/4（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

※霧の森にある玉水橋（赤橋）は補修工事のため全
面通行止めです。無料送迎車両をご利用ください

～文化伝達の和紙を漉く～

井川莞
か ん じ

爾絵画展

今では多く見られなく
なった珍しい手漉き和
紙風景の油絵を中心と
した作品や水彩画作品
約 40 点を展示します。

12/13（日）～ 1/24（日）

紙のまち資料館

3階　展示室

■手すき和紙体験
　毎週／火・木・土・日曜日
　13：00 ～ 16：00（受付 15：30 まで）

【休館日】
月曜日、祝日の翌日、年末年始（12/29 ～ 1/3）

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/ 1（火） 新宮公民館  新宮あそびの広場
12/ 3（木） 川之江児童館  1・2 歳児主体
12/10（木） 川之江保健センター  0 歳児主体
12/15（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

ユーホールロビー展

「第 12 回なかまたちのじかん」作品発表展

12/2（水）～ 12/16（水）9：00 ～ 21：30

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

社会福祉法人澄心なかまたちの
入所者による作品を展示します。

第 1部（13:30 ～ 14:30 ）
講演「不登校経験から得たもの」
第 2部（14:45 ～ 16:00）
座談会
中山　遼

りょう

さん（フリースペースあかね代表）
第 1部　無料、第 2部　300 円（お茶菓子、飲物代）

1/9（土）13：15 ～

（13：00 開場）

四国中央市保健センター

福祉のまちづくり助成事業

不登校経験から得たもの

不登校を考える親の会ほっとそっと mama
080-5669-7147　　0896-56-9841
ssett.611@softbank.ne.jp

※要申し込み。当日申し込みも可



野球やサッカーで、ボールを投げたり蹴ったりする
時にボールが曲がる仕組みを実験で紹介します。
大人（高校生以上）　510 円、高齢者（65 歳以上）　
260 円、小・中学生　無料

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

1/10（日）　10：00 ～　
　 お正月に飾ったしめ縄などを燃やし
　 ます。

12/19（土）　14：00 ～　

　 クリスマスの話、人形劇など

12/12（土）　13：30 ～　
　 お正月に飾るしめ縄を一緒に作りま
　 す。

※会場はすべてみしま児童センターです

しめ縄づくり

クリスマス会

どんど焼き

みしま児童センター　28-6072

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

趣味の写真作品展。四国各地の風景をお楽しみくだ
さい。

■四国の風景

12/5（土）～ 12/20（日）

2階　ギャラリー展示室

市内写真愛好家・愛好団体による作品展。ぜひご
覧ください。

■高原ふるさと館写真展

開催中～ 12/27（日）
※最終日は 13：00 まで

1 階　展示場

かわのえ高原ふるさと館　28-6260

【休館日】
月曜日、祝日の翌日、年末年始（12/29 ～ 1/3）

宇摩の先人と古
いにしえ

への憧
どうけい

憬

企画展「先哲と古典」

12/5（土）～ 1/31（日）

暁雨館

儒学、漢詩、和歌。古典を知ることは
江戸時代の知識人との対話を可能にす
るものではないでしょうか。古典に通
ずる先人の作品をご紹介します。

暁雨館　28-6325

【休館日】
月曜日、祝日の翌日、年末年始（12/29 ～ 1/3）

handmade イベント

ふぃ～る♪ 3

12/20（日）

11：00 ～ 15：00

土居文化会館（ユーホール）

にじのとびら　77-5254（佐藤）

県 内 を 中 心 と し た
handmade 作 家 を 集 め、
雑貨・ワークショップ、
グルメ、癒しと健康に関するイベントを行います。
当日は、森から「くるみちゃん」がやってきて、子
どもたちに楽しい時間を提供します。 
また、クリスマスプレゼント（先着順　なくなりし
だい終了）もあります。

偉大なる先人をたたえて

尾藤二洲没後 202 年祭

12/4（金）9：00 ～ 11：00

川之江文化センター 3階　第 1講義室

記念行事、講話

尾藤二洲顕彰会　58-8078（真鍋）

「激動する世界と日本の進路」

櫻井よしこ講演会

1/16（土）15：30 ～ 17：00

（15：00 開場）

土居文化会館（ユーホール）

伊予土居ライオンズクラブ　74-6235

1,000 円（全席自由）

※入場料収入は全てチャリティとし
て寄付させていただきます

チケット販売
12/5（土）9：00 ～土居文化会館（ユーホール）
にて販売開始

自然の恵と食と環境

第2回サトウキビ収穫祭とマルシェ

12/5（土）10：00 ～ 16：00

四国電力変電所北側広場（土居町上野）

四国中央市ロハス倶楽部
090-8894-8000（村上）

サトウキビ収穫体験や黒糖作り体験、環境や食に
こだわった飲食・雑貨・衣服などのマルシェのほか、
演奏やダンスなど（体験は事前にご連絡下さい）

食べ過ぎ・胃もたれを改善しよう

集団栄養教室

1/16（土）12：30 ～（12：15 受付開始）

HITO 病院 3階　大会議室

医師による「胃の症状と対策」
管理栄養士による「胃にやさしい食事」
リハビリスタッフによる運動

HITO 病院栄養科　29-5210

第 10 回記念演奏会

伊予三島女声合唱団

女声合唱　「ありがとう」「ロマンチストの豚」ほか
ピアノソロ　「菩提樹」
混声合唱　「二度とない人生だから」
賛助出演　「伊予三島グリークラブ」ほか

12/6（日）13：30 ～

（13：00 開場）

土居文化会館

（ユーホール）

伊予三島女声合唱団　24-3942　（村上園子）

がんを語らう

HITO サロン

12/14（月）14：00 ～ 15：00

HITO 病院 11 階　SORADINING

HITO 病院がん診療チーム　29-5320

クリスマスカードやリース作りなどのワークショッ
プのほか、真っ暗な展示室を探検しながら五感を
使ってミッションに挑戦する「ナイトミュージアム」
などを行います。

■クリスマスイベント

12/19（土）・12/20（日）

エントランスホールほか

12 月のイベント

県総合科学博物館

県総合科学博物館　0897-40-4100

■サイエンスショー「曲がるボールのひみつ」

開催中～ 1/17（日）

1回目 2回目

金曜日 13：00 ー

土・日・祝日 13：00 15：00

展示棟 3階　科学技術館「実験ショーコーナー」

プレゼント
もあるよ !!

※治療、検査、運動療法、薬剤・栄養指導など、各
分野の専門スタッフ（糖尿病センター医療チーム）
が支援します

240 円（ヘルシーお弁当付き）
1/13（水）12 時まで

※ HITO サロンでは、がん患者や家族同士での交流を
図り、がんチームからのアドバイスにより、悩みの解
消や将来を考えていきます

和風のクリスマスコンサートを実施します。詩吟
や舞を観覧したり、尺八の音色に癒されてみませ
んか？クリスマスリースの制作も予定しています。

※雨天決行（大雨中止）【12 月の休館日】
8日（火）、14 日（月）、21 日（月）、28 日（月）～ 31 日（木）


