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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　や対象者
6/ 8（水） 川之江保健センター  0 歳児主体
6/10（金） 新宮公民館  新宮あそびの広場
6/13（月） 川之江体育館  自由遊び主体
6/14（火） 川之江図書館  おはなし主体
6/16（木） 川之江児童館  1・2 歳児主体

無 料

乳児保育所こども村　子育て支援センター　56-1310

霧の森ギャラリー

伝統工芸品「丸亀うちわ展」

霧の森　72-3111

6/11（土）～ 7/10（日）

霧の森ギャラリー

（菓子工房新宮本店 2階）

勇壮な津軽三味線の調べをお楽しみください

「村上三絃道」津軽三味線演奏会

6/26（日）14：00～

霧の森交湯～館

津軽民謡メドレー ほか

霧の森交湯～館　72-2611

無 料紙のまちでの新たな出会い

第 26 回　郷土の作家展

紙のまち資料館　28-6257

市内で活躍している美術芸術作
家の作品約 40 点を一挙に展示。
洋画・水彩画・水墨画など各ジャ
ンルのプロ作家をはじめ、現在
活躍中の作家の個性溢れる作品
をご堪能ください。

6/12（日）～ 7/10（日）

9：00 ～ 16：00

紙のまち資料館 3階　企画展示室

■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

宝くじ文化公演（ベートーヴェンの調べ）

大阪交響楽団 2016

土居文化会館（ユーホール）　28-6353

宝くじの社会貢献広報事業として、宝くじ文化公
演を開催します。
一般 3,000 円、高校生以下 1,500 円（全席自由）

9/4（日）15：00 ～（開場 14：30）

土居文化会館（ユーホール）

※宝くじ助成による特別料金です

前売り開始日　6/15（水）9：00 ～
入場券前売所

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

自由参加

入館無料



糖尿病と合併症

HITO 病院　糖尿病教室

7/2（土）12：30 ～（受付 12：15 ～）

HITO 病院 3階　大会議室

HITO 病院　栄養科　29-5210

医師：合併症について
臨床検査技師：合併症の検査について
リハビリ：運動
管理栄養士：糖尿病腎症の食事について
240 円（たんぱく質制限弁当付き）
6/29（水）12：00 まで　※要申し込み

がんを語らう

婦人科がんの市民公開講座

6/8（水）18：30 ～ 19：30

HITO 病院 3階　大会議室

HITO 病院　がん診療チーム　29-5320

婦人科がんを理解し、早期発見、早期治療を目指
すための検診の必要性について
20 歳代～ 50 歳前後の女性　　　50 名程度

無 料

ふるさとの作品を堪能

高原ふるさと館 6月の展示

かわのえ高原ふるさと館　28-6260

◇ 2階　ギャラリー

■第 9回ピットゥーラの会油絵展

6/11（土）～ 6/26（日）

市内油絵教室の生徒作品展。これまでの勉強の
成果をご覧ください。

【休館日】
月曜日
祝日の翌日

無 料

豊岡笑いクラブ

笑いヨガ講座

6/25（土）14：00 ～ 15：00（毎月第 4土曜日開催）

豊岡台病院　リハビリ室（機能訓練室）

豊岡台病院　25-0088

無 料

「笑いヨガ」の健康効果、笑いヨガ
セッション
枝廣篤昌さん（豊岡台病院長・認
定笑いヨガティーチャー）、豊岡笑
いクラブ会員

楽しくゲームをして英語力を身に付けよう！

キッズ英会話 Ei-GO ！

市国際交流協会　28-6014

7/2（土）10：30 ～ 12：00

四国中央市保健センター 1階　集団検診室

楽しいゲームやロールプレイングの中で英語を
使ってみませんか？

「SIFA しこちゅ～パスポート」を持ってブースを回
り、英語ミッションに挑戦して、スタンプをゲッ
ト！スタンプを全部集めて、景品と交換しよう！
ルシア・ジュさん、市内 ALT
一般400円、会員 200円(保護者がSIFA会員の場合)
小学 1年生～小学 6年生
※小学 1～ 3年生は保護者同伴
30 名（先着順）

霧の森ギャラリー

陶芸と山野草の三人展

霧の森　72-3111

6/11（土）～ 7/3（日）

霧の森ギャラリー

（ふれあい館）

入館無料

チョーサ寄席　in　UMA

うま！こころの健康寄席

7/3（日）10：00 ～ 12：00

土居文化会館（ユーホール）　大ホール

豊岡台病院　25-0088

■出演
芸乃虎や志（精神科医）、寿亭茆

りゅうまち

町（精
神科医）、芸乃虎や志一門　ほか

無 料

無 料

6/7（火）15：00 ～ 16：00

四国中央病院 3階　講堂

もっと知ろう、無言の臓器「肝臓」

市民公開講座

四国中央病院　総務課　58-3515

肝臓がんのお話
石川正志さん
（四国中央病院　医務局長）

嶺南公民館　28-6069

初夏を彩る満開のあじさい

嶺南あじさい観賞会

6/26（日）10：00 ～

下長瀬あじさい公園

各種バザー、カラオケ大会、
木工製品の販売　など

雨天決行

※市役所～会場間で送迎バスを運行します（要予約）

自分で摘んだお茶を飲もう！

お茶摘み体験 in 富郷

JA うま総合経済センター　 24-2311

茶摘み、番茶作り、コンニャ  
ク作り体験、昼食付（希望者）
1,500 円（1家族 5名まで）
30 組（先着順）

7/3（日）9：00 ～ 12：00

JA うま富郷出張所集合

ご家族でとびっきり楽しい時間を過ごしませんか？

劇団カッパ座　ファンタジー劇場

7/10（日）13：30 ～（開場 13：00 ～）

市民会館川之江会館

森のなかまと歌おう＆裸の王様
一般 800 円、高校生以下 500 円

（当日 500 円増）、3 歳未満無料
（座席が必要な場合は有料）

四国中央ふれあい大学事務局（文化振興課）28-6043

※全席自由
※年間パスポートをお持ちの方は紫色のチケットで入
場できます

チケット市内先行販売　6/14（火）8：30 ～
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）

一般プレイガイド販売　6/21（火）～
ローソンチケット（Lコード：62794）
※完売した場合、当日券の販売はありません

～新宮町・霧の森界隈～

ガイドと歩く 四国・参勤交代の道

市観光協会　28-6187

6/11（土）10：00 ～（約 3時間）

霧の森第 1駐車場集合

初夏の風を感じながら、ガイドの案
内で新宮町に残る「土佐街道」の
一部を歩いてみませんか？
2,000 円（昼食、保険料など）
12 名（最少催行人数 2名）

約 2万株のあじさいが咲き誇る「あじさいの里」

新宮あじさいまつり

6/26（日）　

新宮町上山　中野地区

国道 319 号沿い

観光交通課　28-6187

地元特産品の販売、うどん
などのバザー　ほか

雨天決行

当日は混雑が予想されますので安全運転でお越しください

（新宮 IC より車で約 20 分）

あったかなまちづくり活動支援事業

第 4回カノン♪みゅーじっくカーニバル

6/25（土）13：00 ～

土居文化会館（ユーホール）

NPO 法人カノン　090-6286-8490（寳利）

身体や心にハンディキャップを持っている仲間たち
の音楽コンサート
ゲスト：友近 8

やっくん

90（書道家シンガー）


