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紙のまち資料館　28-6257

絵はがきの奥深さを見にいこう

古今東西　絵はがき展

毛利公也さんが収集した時代の移り変わりを感じ
させる国内外の大正、昭和、平成の絵はがきを約
2,000 枚展示します。

10/23（日）～ 12/4（日）

9：00 ～ 16：00

紙のまち資料館 3階　

企画展示室
（休館日　月曜日、11/4、11/24）

■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）

■宇摩のため池～今に伝わる江戸時代のインフラ整備～

10/1（土）～ 11/13（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　企画展示室

江戸時代築造のため池を通して当時の宇摩の様
子を紹介します。

かわのえ高原ふるさと館　28-6260

◇ 2階　ギャラリー

講座生が描いた有名人の似顔絵を展示します。

■まんが似顔絵展

10/1（土）～ 10/16　（日）

（休館日　月曜日、10/11、11/4）

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

10/22（土）～ 11/6　（日）

■歴史講座「宇摩のため池」を語る

10/30（日）10：00 ～ 11：00

企画展の解説、講話など
15 名（先着順）
10/1（土）～　電話・窓口にて受け付け（無料）

雨天決行

10/30（日）9：00 ～ 16：00

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 2016

0 歳からのコンサート、赤ちゃんはいはいレース、
ほっこりんショー、JC 子育て寄席、乳児紙おむ
つ支給券新デザイン表彰式など

子どもの成長する姿に子育ての楽しみや喜び
を感じつつ、親子のコミュニケーションとし
て愛情を深め合ったり、親子同士の交流の場
となるイベントです。今年は、午前と午後の
2回実施します。
未歩行の乳児で、午前・午後各 40 名（先着順）
当日受付（午前の部）　9：00 ～
         （午後の部）12：30 ～

今年のテーマ
認め合う　～見つけよう！子育ての“　　いいね“～

■芸能発表会

中之庄公民館
10/29（土）12：30 ～ 15：30　
歌謡・日舞・吹奏楽
10/30（日）12：30 ～ 15：30　
洋楽・邦楽
■展示の部

福祉会館
11/3（木・祝）～ 11/5（土）
9：00 ～ 17：00（5 日は 15：00 まで）
■お茶席

福祉会館
11/3（木・祝） 9：30 ～ 15：00

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（水）・11/3（木・祝）
9：00 ～ 20：00
（3 日は 16：00 まで）
■お茶席

11/3（木・祝） 9：00 ～ 15：00
■芸能発表会

11/3（木・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

新宮公民館
11/6（日）9：00 ～ 14：30
※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

県民総合文化祭協賛事業

平成 28 年度文化祭

川之江文化センター
■美術・工芸・菊花展

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

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

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

市文化協会川之江支部事務局　28-6236

川之江文化祭

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（木・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、バドミントン、
スポーツクライミングなど約 20
種目のスポーツが楽しめます！
小学生以上　　1人 200 円
10/3（月）～ 10/20（木）

伊予三島運動公園体育館・川之江体育館

伊予三島運動公園体育館　28-6071

雨天決行

※申し込み状況により、申し込みをお断りすること
がありますので、お早めにお申し込みください。

「もしも」のために…

四国中央病院　市民公開講座

10/25（火）15：00 ～ 16：00

四国中央病院 3階　講堂

「胃がんのお話」
田代善彦さん（四国中央病院　外科医師）
四国中央病院　総務課　58-3515

トリック・オア・トリート！

SIFA のハロウィンパーティ

10/29（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！

テーマは日本の妖怪です。作品はハロウィン
パーティの会場に展示し、パーティ参加者に
投票してもらいます。賞品もあります。

SIFA ゾクゾクアートコンテスト作品募集

応募方法（※郵送可）

出品数

○小学生部門
色鉛筆や絵の具、クレヨンなどを使って、B4
サイズ以下の紙に描く
○高校生部門
絵画、写真、版画など（サイズ、画材、材質
は自由）
※作品の裏面に住所、氏名、電話番号を記入
してください
※原則作品は返却しません。四国中央市国際
交流協会は提出された作品を宣伝素材で利用
する権利を有します

1人 1枚
10/14（金）まで

〒 799-0497　三島宮川四丁目 6番 55 号　
市国際交流協会（市民交流課内）28-6014

～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！
10/2（日）、10/9（日）、10/16（日）
12：00 ～ 15：00　　 1 枚 50 円



糖尿病にならないために

HITO 病院健康フェスタ
無 料

11/5（土）11：30 ～ 14：30

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

パンフェスタ同時開催

ハロハロフェスタ

10/23（日）11：00 ～ 17：00

土居文化会館（ユーホール）

ハロウィンを題材とした家
族対象のイベントです。お
かし釣りなどがあります。
詳しくはお問い合わせくだ
さい。

にじのとびら　77-5254

第 105 回四国中央ふれあい大学講座

三遊亭小遊三独演会

12/7（水）18：30 ～（開場 18：00）

市民会館川之江会館

一般 1,500 円
高校生以下 800 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（文化振興課内）
28-6043

チケット市内先行販売：10/18（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）、明屋書店（川之江店）

一般プレイガイド前売り販売：10/25（火）～
ローソンチケット（Lコード：61425）
明屋書店（MEGA 西の土居店・新居浜松木店・川東店）
※完売した場合、当日券の販売はありません

霧の森ギャラリー展

押し花作品展

10/1（土）～ 10/30（日）

霧の森ギャラリー（ふれあい館内）

自然な草花に感じるノスタルジックなぬくもりとア
ンティークな味わい。押し花の魅力をお楽しみくだ
さい。期間中の週末には、押し花体験会も行います。

入館無料

霧の森　72-3111

11/12（土）・12/10（土）

10：00 ～ 13：00

霧の森第 1駐車場に集合

ガイドと歩く四国・参勤交代の道
～新宮町・霧の森界隈～

四国中央市観光協会　28-6187

晩秋の新宮町を歩いてみませんか？ウォーキング
後の「霧の森レストラン」での昼食も人気です。
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）
参加希望日の 1週間前までに申し込み

全国一斉シェアリングネイチャーの日

空を見上げよう
雨天決行

10/16（日）10：00 ～ 12：15（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、いろ
いろな感覚で自然を感じて楽しみます。
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
※雨天時は、雨合羽、長靴、傘
10/12（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

11/6（日）18：30 ～（開場 17：30）

土居文化会館（ユーホール）

障がいのある人も誰もが笑顔で生きていける街に

noriko ハートフルコンサート

1,000 円

チケット販売場所

事務センター㈱ミヤザキ、
土居文化会館（ユーホール）、
実行委員会クレシェンド

クレシェンド（妻鳥）　090-9453-5666

宇摩法人会社会貢献事業

第 18 回チャリティー講演会

11/15（火）18：30 ～（開場 17：30）

土居文化会館（ユーホール）

宇摩法人会事務局　24-7468

入場整理券は、10/25（火）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

「人生が楽しくなる心理学～心のため息がスーッ
と軽くなる話～」
植木理恵さん（心理学者）
無料　※入場整理券が必要

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/ 3（月） 新宮公民館  新宮あそびの広場
10/ 6（木） 川之江児童館  1・2 歳児主体
10/12（水） 川之江保健センター  0 歳児主体
10/18（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

観光交通課　28-6187

中学生以上の事前申込者で、新宮秋の大収穫
祭に路線バスで出掛ける方（先着 20 人）

特典 ○路線バス回数券を贈呈（ただし、行きの
　運賃支払いには使用不可）
※〔参考〕三島駅前～霧の森　片道 870 円、    
         上分～霧の森　　　片道 710 円
○温浴施設利用券および特製タオルを贈呈

路線バスで新宮秋の大収穫祭へ行こう路線バスで新宮秋の大収穫祭へ行こう

新宮産の旬な採れたて野菜が満載

第 11 回新宮秋の大収穫祭

10/30（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、
宮川珠季「杉良太郎爆笑そっくりショー」、餅ま
き、各種バザーなど

雨天決行

10/21（金）まで
観光交通課（代表者氏名、電話番号、人数、
乗車バス停などをお聞きします）

10/8（土）～ 10/22（土）

9：00 ～ 21：30

（初日13：00から　最終日11：00まで）

土居文化会館（ユーホール）
（休館日　月曜日、10/11）

ユーホールロビー展

絵画グループあいあい展

土居文化会館（ユーホール）　28-6353

家族で参加できるイベントです

子育てが愛おしくなるトーク&ライブ

10/22（土）12：30 ～

市民会館川之江会館

鈴木薬局　58-4309

子育てシンガー mon さんの講
演や歌の他に、親子ヨガなど
の「子どもと遊ぼう」コーナー
と、マルシェも行います。
大人 1,000 円、小中学生 500 円（未就学児無料）
電話でお申し込みください。

豊岡笑いクラブ

笑いヨガ講座

10/22（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）

「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
豊岡台病院　25-0088


