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）
3/25（金）～ 4/10（日）
すすきヶ原入野公園

内容を変更する
場合があります

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
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桜花乱舞の散策をお楽しみください

春風に誘われ、お出掛けしてみませんか？

向山公園桜まつり
4/3（日）9:00 ～ 15:00
向山公園 ※荒天時／上分小学校体育館

三島公園桜まつり
内容を変更する
場合があります

子ども相撲大会、お茶席、ゲー
ム大会、カラオケ大会、商振会
抽選会、もち投げ など
上分公民館

お茶席、磐座太鼓演奏、津軽三
味線演奏、風船配布、福もち投
げ大会
本庁舎西側から 4/3（日）のみ無料シャトルバスを運行

城山公園桜まつり

観光交流課

4/3（日）10:00 ～ 16:00 ※荒天時 4/4（月）に順延
川之江城山公園

28-6187

内容を変更する
場合があります

駐車場 / 市役所（庁舎）

川之江城を見ながら春の行楽

観光交流課

※荒天時 4/4（月）に順延

三島公園（ピクニック広場）

28-6248

子ども写生大会、お茶席、二洲太
鼓演奏、火縄銃砲術演武、川之江
紙漉き唄、野戦将棋、津軽三味線
演奏、もち投げ など

4/3（日）10:00 ～ 14:00

28-6187

～紙を愛し・紙と遊ぶ～

入館無料

第 28 回紙講座生徒作品展（後期）

内容を変更する
場合があります

川之江吹奏楽団が奏でる勇壮な調べ

第 33 回 スプリングコンサート

無料

3/20（日）14：00 ～（13：30 開場）
市民会館 川之江会館
スター・ウォーズ、宇宙戦艦ヤマ
トなど
080-5666-9415（篠原）

3/6（日）～ 4/10（日）9:00 ～ 16:00 【休館日】
月曜日
紙のまち資料館 3 階 企画展示室

祝日の翌日

紙講座（6 講座）のうちペーパーフラワー・水引
細工・紙バンド教室の受講生が一年間学んだ成果
を発表展示します。
■手すき和紙体験実施中
毎週／火・木・土・日曜日
13：00 ～ 16：00（受付 15：30 まで）

紙のまち資料館 28-6257

似顔絵でつながる心と心

藤岡つよし似顔絵イベント
マルシェでつながるあったかい気持ち

ええことあるでぇ～ あったマルシェ

藤岡さんがあなたの似顔絵を楽しく描きます。

3/20（日）10:00 ～ 15:00
萬翠荘南側庭園

霧の森

市内外から、讃岐うどんや揚げ足鶏など、約 20
店舗の出店を予定しています。
社会福祉法人

光と風

4/2（土）
・4/3（日）
・4/9（土）
・4/10（日）
霧の森ふれあい館

24-4006

72-3111

霧の森にある玉水橋
（赤橋）
は補修工事のため、
3月末
（予定）
まで全面通行止めです。無料送迎車両をご利用ください

第 17 回公演

3 月の展示案内

スタジオミュー ダンスステージ発表会

ユーホールロビー展

3/27（日）10：30 ～（10：00 開場）
15：30 ～（15：00 開場）
土居文化会館（ユーホール）
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
ほ ん だ

はせがわかおり×本夛マキ

ヨモギのうた旅
3/19（土）18：30 ～（18：00 開場）
土居文化会館（ユーホール）1 階 アトリウム
一般 1,000 円（当日 500 円増）
小学生以下無料
チケット販売場所
土居文化会館（ユーホール）、文化振興
課、川之江文化センター

土居文化会館（ユーホール） 28-6353

【休館日】
月曜日
無料 祝日の翌日

郷土の作品や歴史講座をお楽しみください

1 階展示室

■「絵画グループ あいあい展」
3/5（土）～ 3/19（土）
9：00 ～ 21：30

【休館日】
月曜日
祝日の翌日

■講座生作品展
3/5（土）～ 4/3（日）

愛媛県在宅医療普及推進事業
無料

3/20（日）13：00 ～ 15：10
福祉会館 4 階 多目的ホール
■基調講演
Ⅰ部 野中 博さん（前東京都医師会長）
Ⅱ部 照沼秀也さん（医療法人社団いばらき会理事長）
■パネルディスカッション
本市の医療の現状や「かかりつけ医」と「機能分
化」を考え、地域医療について、講演会やパネル
ディスカッションを行います。
戦略企画課

29-5664

東日本大震災から間もなく 5 年が経過します。いまだに多くの方が避難生活を送っていて、さらに風評被害
の解消も課題となっています。完全な復興のためには今後も継続した支援が必要です。
本市は地方自治法第 252 条 17 項により、宮城県山元町へ職員を派遣し、復興支援を行っています。山元町は、
12 ㍍という巨大津波により町の約 40%（24 平方㌔メートル）が浸水し、農地面積では約 60％にあたる 14 平方㌔メー
トルが浸水しました。そして、町の三大ブランドである丘通りの「山元リンゴ」を除き、
「仙台イチゴ」と「ホッ
キ貝」が壊滅的な状況となりました。現在は、いちご団地整備や漁業施設と漁場の復旧などにより、山元町の
三大ブランドとして再び確立されています。そこで、今が旬の「仙台イチゴ」と「ホッキ貝」を紹介します。

山元町いちご狩り情報

■子どもたちの暮らしとものづくり展
3/12（土）～ 3/27（日）
さまざまな子どもたち、それぞれの創作活動を
お楽しみください。
歴史講座のご案内

■～ 200 年前の地域をひもとく～
川之江村役用記文化 13 年（1816 年）を読む
3/27（日）10：00 ～ 11：30
多目的室Ａ
市指定文化財「川之江村役用記」文化 13 年の記録
を中心に、当時の川之江村の様子や人々の暮らし
について楽しく学びます。
15 名
電話または窓口にてお申し込みください。

山元町は、太平洋に面する立
地から、多様な海産物の産地で
あり、地元の多くの家庭の食卓
には、それらを使った食事が多
ホッキ貝
く並びます。
中でも、12 月中旬～ 4 月が旬のホッキ貝は、「貝
の王様」とも言われる代表的な冬の海の幸で、口の
中に広がる独特の甘味はまさに至福の味です。また、
栄養価も高く、鉄分やミネラルが豊富に含まれてい
る食品です。そして、ホッキ貝を使った「ほっき飯」
は地元の家庭料理の１つです。漫画「美味しんぼ」
でも紹介されたほか、町内の飲
食店では、季節限定のメニュー
として登場し、多くの観光客の
ほっき飯
人気を集めています。
山元町役場

0223-37-1111（代表）

28-6260

※悪天時 4/10（日）に順延

スプリングジョイントコンサート

無料

3/27（日）14：00 ～（13：30 開場）
福祉会館 4 階 多目的ホール
お子さまからご年配の方までお楽
しみいただけるプログラムを用意
しています。
四国中央市民吹奏楽団
090-2825-8814( 平田 )

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)
自由参加
と き
3/ 3（木）
3/10（木）
3/17（木）
3/18（金）
3/22（火）

ところ
川之江児童館
川之江保健センター
新宮公民館
川之江体育館
川之江図書館

乳児保育所こども村

56-1310

霧の森第１駐車場 出発
→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 2 歳まで無料
【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

参加者募集

ガイドと歩く「四国・参勤交代の道」
3/12（土）
・3/19（土）
・4/9（土）
・4/16（土）
10：00 ～ 12：30
霧の森第１駐車場（現地集合）

三島高等学校吹奏楽部＆四国中央市民吹奏楽団

ホッキ貝

問い合わせ先

【山焼き】
4/3（日）9：00 ～

8：15

2 階ギャラリー展示室

HITO 病院

塩塚高原 山焼き＆バスツアー

陶芸・木工・油絵・表装講座生による作品展。こ
れまでの学びの成果をご覧いただけます。
【バスツアー】

土居文化会館（ユーホール） 28-6353

地域医療を考えるシンポジウム

春の風物詩

塩塚高原

（初日 13：00 ～ 最終日 11：00 まで）

かわのえ高原ふるさと館

復旧期を超え、再生期と位置付ける現在は、多く
のいちごハウスが復活し、栽培及び販売を行ってい
ます。いちごは、山元町において数ある名産品の一
つとして、その地位が再び確立されています。
このような中で、この時期、山元町でも「いちご
狩り」が実施されています。3 か所の観光いちご農
園があり、「とちおとめ」や「もういっこ」といっ
た品種が味わえます。四国中央市にもおいしいいち
ごはありますが、東北の寒地で育ったいちごと食べ
比べてはいかがでしょうか。
■夢いちごの郷 0223-37-1115
山元町浅生原字下宮前 94 番地 1
■山元いちご農園（株） 0223-37-4356
山元町山寺字稲実 60 番地
■ＧＲＡイチゴワールド 0223-37-9634
山元町山寺桜堤 47 番地

無料

高原ふるさと館 3 月の催し

伊予新宮

内容や対象者
1・2 歳児主体
0 歳児主体
新宮あそびの広場
自由あそび主体
おはなし主体

冬から春へ移りかわる新宮地域と
霧の森。ガイドの案内で、土佐街
道の一部を一緒に歩きませんか？
2,000 円（ガイド料、昼食、お茶、
保険料含む）
12 名（最少催行人数 2 名）
四国中央市観光協会

28-6187

土居文化会館生きがい講座「ライフデザイン」

発表会・作品展
■発表会
3/6（日）10：00 ～
1 階 アトリウムステージ

【休館日】
月曜日
祝日の翌日

コラボで和音講座、太極拳講座、気功講座

■作品展
3/6（日）～ 13（日） 10：00 ～ 15：00
1 階 リハーサル室・アトリウム・ホワイエ
誰でも楽しめる盆栽講座、切り絵講座、楽しい
陶芸講座、指で描くパステルアート講座、野菜
ソムリエの旬の料理教室講座、野菜ソムリエの
パンと簡単おかずの教室講座、OB 講座も出展
土居文化会館（ユーホール） 28-6353

