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紙のまち資料館　28-6257

20 年前にこの世を去っ
た、父でもあり師でもあ
る栖山さんを偲んで、鎌
倉志

し の ぶ

存さん自身の近作品
と栖山さんの作品、約 40
点を展示します。

12/11（日）～ 1/22（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）

父（栖
せいざん

山）を偲
しの

んで

書道作品展

入館無料

【休館日】
月曜日、12/24、年末年始（12/29 ～ 1/3）、1/10

handmade イベント

ふぃ～る♪ 6

12/11（日）11：00 ～ 15：00

土居文化会館（ユーホール）

県内外からハンドメイド作
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。小学生以下のお子
さまにはプレゼントがあります（先着順、なくな
りしだい終了）。

にじのとびら　77-5254

HITO 病院の催しのご案内

第 4回餅つき大会

12/17（土）13：30 ～ 16：30（お餅が無くなりし

だい終了）

HITO 病院　東側エントランス

つきたてのお餅や豚汁を楽しみながら、交流を深
めましょう！

HITO 病院　総務管理課　29-5633

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

1/8（日）　10：00 ～　
　 お正月に飾ったしめ縄などを燃やし
　 ます。

12/17（土）　14：00 ～　

　 クリスマスの話、人形劇など

12/10（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

年末年始は休まず営業！

霧の森　新年餅つき大会

1/2（月）13：00 ～ 15：00　※雨天決行

霧の森交湯～館前

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

12/27（火）～ 1/9（月・祝）は休まず営業
■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）

かわのえ高原ふるさと館　28-6260

高原ふるさと館 12 月の展示

高原ふるさと館　写真展

市内写真愛好家・愛好団体による写真
展。ベストショットの数々を、ぜひご
覧ください。

開催中～ 12/25（日）9：00 ～ 17：00

※最終日は 13：00 まで

かわのえ高原ふるさと館 1階　企画展示室

入館無料

【休館日】
月曜日、12/24、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/ 7（水） 新宮公民館  新宮あそびの広場
12/ 8（木） 川之江児童館  1・2 歳児主体
12/14（水） 川之江保健センター  0 歳児主体
12/20（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

各界から本市の発展を願う

新年交歓会

1/4（水）11：00 ～ 12:00

ホテル グランフォーレ

2,000 円

　総務課　秘書室　28-6003

12/3（土）～ 1/22（日）

愛媛県総合科学博物館　企画展示室

地震とは何か、観測や調査がどのように行われて
いるのか、最近の地震研究でわかってきたこと、
愛媛で起こる地震について紹介します。

愛媛県総合科学博物館　0897-40-4100

愛媛県総合科学博物館企画展

地震を探る

入館無料

日本のお正月を味わおう！

外国人向け正月料理教室

1/15（日）11：00 ～ 13：00

四国中央市保健センター 2階　栄養指導室

日本の正月料理である「お雑煮」と「太巻き」を
作ります。
会員 500 円、一般 1,000 円
市内在住の外国人
30 名　※要事前申し込み
12/28（水）まで

　市国際交流協会（市民交流課内）　28-6014

あったかなまちづくり活動支援補助事業

クリスマス☆カーニバル

12/23（金・祝）10：00 ～ 15：00

伊予三島商店街　※駐車場は港記念公園・市役所

本庁をご利用ください

グルメや布小物、ワークショッ
プなど約 60 ブースが出店。ま
た、スタンプラリーやミニコン
サート、コスプレパフォーマン
ス、仮装コンテスト（13：30 ～）
などもあります。
詳しくは、「クリスマス☆カー
ニバル」のブログまたはフェイ
スブックをご覧ください。

夢小町実行委員会　090-2787-5051
　http://ameblo.jp/ymc1223/

霧の森ギャラリー

日本全国　縁起凧

12/24（土）～ 1/29（日）

霧の森ギャラリー（菓子工房本店2階・ふれあい館）

お正月にふさわしく、内子町五十崎
の凧

たこ

にスポットを当てます。伝統工
芸品として名高い大洲手漉き和紙と
の関わりも含め、その魅力を紹介し
ます。

霧の森　72-3111

入館無料

プレゼント
もあるよ !!

原爆の悲劇や平和への思いを伝える

原爆パネル展

12/2（金）～ 12/4（日）10：00 ～ 17：00

土居文化会館（ユーホール）　1階ロビー・2階和室

原爆被害のパネル写真や原爆に関する書物・絵本・
漫画などを展示。
■原爆体験紙芝居（3日・4日の 14：00 ～）
■原爆体験談（3日・4日の 15：00 ～）
■映画「はだしのゲン」上映（3日・4日の 10：00 ～）

愛媛県原爆被害者の会　新居浜支部
0897-35-1095（富林）　0897-43-6086（森田）

一年の幸せを願う

翠波高原　初日の出会

1/1（日）6：30　翠波高原に集合

※道路が凍結している場合は中止

コスモス会　090-5273-5949（宮崎）

祝賀式

　1/1（日）8：00 ～　※雨天決行
　嶺南支所
　豚汁やぜんざいが振る舞われます。



創立 13 周年

第 8回智子バレエスタジオリサイタル

12/23（金・祝）15：00 ～（開場 14：30）

土居文化会館（ユーホール）

■ 1 部　「くるみ割り人形」よ
り　セレクション
■ 2 部　川之江吹奏楽団「ク
リスマスメドレー」、琴とバレ
エの饗

きょうえん

宴
■ 3部　バレエコンサート
■フィナーレ
900 円

智子バレエスタジオ　58-7939（下司）

土居文化会館開館 20 周年記念

金管五重奏団 N-crafts

1/29（日）15：00 ～（開場 14：30）

土居文化会館（ユーホール）

公益財団法人よんでん文化振興
財団派遣助成事業として、NHK
交響楽団メンバーによる金管五
重奏団公演を開催します。
一般 1,000 円
高校生以下 500 円
※全席自由

土居文化会館（ユーホール）　28-6353

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

豊岡笑いクラブ

笑いヨガ講座

12/17（土）14：00 ～ 15：00

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

第 106 回四国中央ふれあい大学講座

森麻季　ソプラノ・リサイタル

2/5（日）14：00 ～（開場 13：30）

土居文化会館（ユーホール）

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、赤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
愛媛新聞社　読者事業部　089-935-2355

チケット市内先行販売：12/20（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：12/26（月）～
愛媛新聞旅行、愛媛新聞の県内支社・エリアサー
ビス（取り寄せ）、明屋書店（MEGA 西の土居店・
新居浜松木店・川東店）、ローソンチケット（Lコー
ド：61842）
※完売した場合、当日券の販売はありません

Yuji HoriC

偉大なる先人をたたえて

尾藤二洲没後 203 年祭

12/4（日）9：00 ～ 11：00

川之江文化センター 3階　第 1講義室

遺墨集配布、記念行事、講話

尾藤二洲顕彰会　58-8078（真鍋）

JA うま杯

全日本健康麻
まーじゃん

将選手権愛媛県予選大会

12/18（日）12：00 ～ 17：00（受付 11：00 ～）

JA うま生活文化センター（松柏小学校前）

本予選大会上位 4 人を、来年 1 月開催予定の決勝
戦（全国大会）へ推薦します。
1,500 円
マージャンができる方（点数計算ができなくても可）
48 名　※先着順
　健康マージャン倶楽部　四国中央　090-9778-7514
JA うま　企画課　24-3827

■ 12/12（月）10：00 ～ 10：30
本庁舎 2階　ロビー
■ 12/18（日）8：30 ～随時
四国中央市綱引大会
〔土居総合体育館（アリーナ土居）〕
■ 12/23（金・祝）9：00 ～随時

12/25（日）16：00 ～随時
えひめ国体フェンシング競技リハーサル大会
（伊予三島運動公園体育館）

今月のしこちゅ～おでかけ予定今月のしこちゅ～おでかけ予定


