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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 内容や対象者
3/ 8（水） 川之江保健センター  0 歳児主体
3/16（木） 川之江児童館  1・2 歳児主体
3/21（火） 川之江図書館  おはなし主体
3/22（水） 新宮公民館  新宮あそびの広場

自由参加

乳児保育所こども村　56-1310
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会員の水墨画研習の成果を発表

第 24 回呉山会水墨画展

入館無料

呉山会　56-5059（高木）

3/18（土）～ 3/20（月・祝）9：00 ～ 17：00

※最終日は 16：00 まで

川之江文化センター 2階　ホール

3/19（日）9：30 ～ 15：00

四国中央医療福祉総合学院　看護学科棟・講堂、

宇摩調剤薬局駐車場

つながる！あったかい気持ち

もっと！あったマルシェ 

講演会やマルシェ、ミニ SL、子どものおもちゃ
広場、障がい体験など。あったかなまちづくりを
推進する地域交流イベントです。
■講演会　9：30 ～（開場 9：00）

NHK の障がい者情報バラエティー番組「バリバラ」
に出演中の玉木幸則さんを招いての講演会
■マルシェ　10：30 ～

市内外から、パンや讃岐うどん、揚げ足鳥など、
約 30 店舗が出店

もっと！あったマルシェ実行委員会　24-4006
（社会福祉法人光と風）　

土居町が誇る桜の名所

すすきヶ原入野公園花まつり（夜桜）

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。

3/24（金）～ 4/9（日）

すすきヶ原入野公園

土居観光協会　74-8825

桜花乱舞の散策をお楽しみください

向山公園桜まつり 

4/2（日）9：00 ～ 15：00

向山公園
※荒天時は上分小学校体育館

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　28-6248
内容を変更する
場合があります

川之江城を見ながら春の行楽

城山公園桜まつり 

4/2（日）10：00 ～ 16：00
※荒天時は 4/3（月）に順延

川之江城山公園

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

観光交通課　28-6187

内容を変更する
場合があります

4/2（日）10：00 ～ 14：00
※荒天時は 4/3（月）に順延

三島公園（ピクニック広場）　
駐車場 /市役所本庁舎

春風に誘われ、おでかけしてみませんか？

三島公園桜まつり 

4/2（日）のみ本庁舎西側から無料シャトルバスを運行

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

観光交通課　28-6187

内容を変更する
場合があります



豊岡笑いクラブ

笑いヨガ講座

3/25（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）

「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

【発表会】

3/5（日）10：00 ～

土居文化会館（ユーホール）1階

アトリウムステージ

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 

土居文化会館（ユーホール）　28-6353

コラボで和音講座、太極拳講座、気功講座

【作品展】

3/5（日）～ 3/12（日）9：00 ～ 21：30

※初日は 10：00 から、最終日は 15：00 まで

土居文化会館（ユーホール）1階

リハーサル室・アトリウム・ホワイエ
休館日／月曜日

誰でも楽しめる盆栽講座、切り絵講座、楽しい陶
芸講座、クラフトバンド（紙バンド）講座、野菜
ソムリエの旬の料理教室講座、野菜ソムリエの手
ごねパンでランチ教室講座、かんたんスイーツと
お茶の教室講座　※ OB 講座も出展

地域のがん治療について

第 5回四国中央病院がんフォーラム

3/12（日）14：00 ～ 16：00（開場 13：30）

福祉会館 4階　多目的ホール

四国中央病院　地域医療連携室　58-3515

前立腺がんのお話
山本　明さん（泌尿器科部長）
内視鏡検査によるがんの早期発見
岡崎　潤さん（内科医員）
食事から身体と心の栄養を～管理栄養士としての
関わり～
尾﨑美穂さん（管理栄養士）
がん治療に関わるお金の話
岡本健志さん（地域医療連携室）

乳がんの最新治療
丹
たんごく

黒　章
あきら

さん（徳島大学大学院医歯薬学研究部　
胸部・内分泌・腫瘍外科分野　教授）

■一般講演

■特別講演

地域医療を支えていくために

HITO 病院地域医療フォーラム

3/5（日）13：30 ～ 15：00（開場 13：00）

消防防災センター 3階　大会議室

講演会、行政・医師・地域住民によるパネルディ
スカッション

HITO 病院　経営企画課　29-5664

3/5（日）～ 4/9（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、祝日の翌日（3/21）

～紙を愛し・紙と遊ぶ～

第 29 回紙講座生徒作品展（後期）

当館が実施している紙講座（6 講座）のうち、絵
手紙・創作和紙人形・手漉き和紙の受講者が 1 年
間学んだ成果を発表展示します。

紙のまち資料館　28-6257

入館無料

■手漉き和紙体験実施中！
　毎週／火・木・土・日曜日
　13：00 ～ 16：00（受付 15：30 まで）

川之江吹奏楽団が奏でる勇壮な調べ

第 34 回スプリングコンサート

3/19（日）14：00 ～（開場 13：30）

市民会館川之江会館　※駐車場はボウリング場跡地

「リクディム　4 つのイスラエル舞曲」、「くるみ
割り人形より 3つのダンスメドレー」　など

川之江吹奏楽団　080-5666-9415（篠原）

～羽ばたけ　未来の音楽家～

第7回ジュニア・フレッシュコンサート

3/28（火）18：30 ～

土居文化会館（ユーホール）

本市出身・在住で、各種コンクールに出場し、受
賞した学生たちによるコンサート。ピアノ独奏、
独唱、木管・金管楽器独奏、3重奏　など

ぴゅあ・ふれんど　28-8264（佐藤）

開催中～ 4/9（日）

愛媛県総合科学博物館　企画展示室

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

地衣類～コケだけど コケじゃない 藻類？菌類？～

一般的にはなじみの薄い地衣類について、体の構
造や多様な姿かたち、カラフルな色彩などを、標
本と写真を使って紹介します。
常設展観覧券が必要［65 歳以上 260 円、大人（高
校生以上）510 円、中学生以下は無料］

三島高校吹奏楽部＆四国中央市民吹奏楽団

スプリングジョイントコンサート

3/19（日）14：00 ～（開場 13：30）

福祉会館 4階　多目的ホール

2017 年度吹奏楽コンクール課題
曲、「映画『君の名は』より」、「テ
レビドラマ『逃げるは恥だが役
に立つ』より」　など

四国中央市民吹奏楽団　090-2825-8814（平田）

3/5（日）～ 3/18（土）

9：00 ～ 21：30

※最終日は 15：00 まで

土居文化会館（ユーホール）
休館日／月曜日

ユーホールロビー展のご案内

絵画グループ　あいあい展 

土居文化会館（ユーホール）　28-6353

新宮町・霧の森界隈

ガイドと歩く「四国・参勤交代の道」

3/11（土）・4/8（土）・4/22（土）

10：00 ～ 12：30

霧の森第 1駐車場集合

冬から春へ移り変わる新宮
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、保険料を含む）
12 名（最少催行人数 2名）

　四国中央市観光協会　28-6187

3/26（日）10：30 ～（開場 10：00）

　　　　　15：30 ～（開場 15：00）

土居文化会館（ユーホール）

第 18 回公演

スタジオミュー　ダンスステージ発表会 

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

伊予新宮　春の風物詩

塩塚高原山焼き＆やまびこバスツアー 

【山焼き】※荒天時は中止

4/9（日）9：00 ～

塩塚高原

【バスツアー】※荒天時は中止

 8：15　霧の森第 1駐車場を出発し塩塚高原へ
 9：00 ～ 11：30　山焼き観覧
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（最少催行人員 10 名）
中学生以上 3,500 円、小学生 2,500 円、
幼児 1,000 円、2歳まで無料

★特典　特製ぜんざいと温かいお茶、霧の森交湯～
　　　　館の入浴券付き

　霧の森　0570-07-3111

霧の森ギャラリー

赤石山草会　春の山野草展

4/8（土）～ 4/30（日）

霧の森ギャラリー（ふれあい館）

可
か れ ん

憐で清楚な風情の山野草展。期間中、販売会や
苔玉教室なども開催します。

霧の森　0570-07-3111

入館無料

霧の森は 4月から 8月までの間、休まず営業！


