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名産品を堪能

第 16 回霧の森お茶まつり

6/4（日）9：00 ～ 15：00

新宮町霧の森周辺

新茶即売会、茶摘み体験、茶そばわんこ大会、ミニイ
ベント、各種バザーなど

霧の森　0570-07-3111

楽しく英語を学ぼう！

こども英語教室①

6/1 ～ 7/6　毎週木曜日（全 6回）19：00 ～ 20：00

四国中央市保健センター 2階　研修室

ゲームを通して、アルファベットや自己紹介、あいさ
つなどを学びます。英語を学ぶきっかけとして、体験
してみませんか！
ニッキ・スミス（市 ALT）
保護者が SIFA 会員の場合 2,000 円、一般 4,000 円
小学 3年生～ 6年生　※保護者の送迎が必要です
20 名
5/31（水）まで

　市国際交流協会（市民交流課内）　28-6014

みんなで楽しく英語でおしゃべりしませんか！

英語カフェ①

6/4（日）15：00 ～ 16：30

ジョイフル川之江店（妻鳥町 1708-5）

カジュアルな雰囲気で、自由な話題を英語で話しませ
んか。英語力を試したい人、キープしたい人、英語に
もっと自信をつけたい人、誰でも OK です！
ルシア・ジュ、市 ALT
SIFA 会員 200 円、一般 500 円
※別途飲食代が必要です
初心者～上級者（高校生以上）
15 名
6/1（木）まで

　市国際交流協会（市民交流課内）　28-6014

自然の草花に感じるぬくもり

花遊　押し花作品展

5/2（火）～ 6/4（日）10：00 ～ 17：00

霧の森ミニギャラリー（ふれあい館）

期間中の週末には押し花の
体験会も予定しています。
押し花の魅力をお楽しみく
ださい。

霧の森　0570-07-3111

入館無料

三味線と民謡の調べ

第 8 回川崎民謡会三島支部発表会

6/11（日）14：00 ～

霧の森交湯～館 2階　研修室

霧の森交湯～館　72-2611

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

5/10（水）  川之江体育館  自由遊び主体

5/11（木）  川之江児童館  1・2 歳児主体

5/16（火）  妻鳥保育園  0 歳児主体

5/23（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

5/20（土）～ 6/25（日）9：00 ～ 17：00

かわのえ高原ふるさと館 1階　企画展示室
休館日／月曜日、祝日の翌日

高原ふるさと館 5月の展示

幕末川之江村　難渋人救済の記録

幕末の動乱と天災によって困窮した川之江村。当時の
記録をもとに、救済や助け合いの形を紹介します。

かわのえ高原ふるさと館　28-6260

入館無料

5/25（木）～ 5/28（日）9：00 ～ 17：00

（最終日は 16：00 まで）

川之江文化センター

会員の作品を展示

宇摩美術会展

入館無料

宇摩美術会　23-2694（宮崎）

5/27（土）9：00 ～ 17：00

5/28（日）9：00 ～ 16：00

中之庄公民館

各会派の作品約 90 点を展示

第 37 回四国中央市三島連合書道展

入館無料

四国中央市三島書道連合会事務局　74-2902（西川）

音楽療法コンサート

癒しの音色ときらめく風のコンサート

5/20（土）14：00 ～ 15：30

HITO 病院 1階　※東側入口からご入場ください

HITO 病院　総務管理課　29-5633

　5 月大型連休（ゴールデンウィーク）に伴い、開館
日及び休館日を下記のとおり変更します。ご確認のう
え、ご来館ください。
開館日：5/3（水・祝）～ 5/7（日）
休館日：5/1（月）、5/2（火）、5/8（月）～ 5/11（木）

■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）

紙のまち資料館からのお知らせ

紙のまち資料館　28-6257

食生活の工夫を紹介

第 1回集団栄養教室

6/3（土）12：30 ～ 14：00

HITO 病院 3階　大会議室

講演会「生活習慣病予防教室～目指そう！ヘルシーラ
イフ！～」
500 円（弁当付き）
5/31（水）まで

　HITO 病院　栄養科　29-5210

伝統楽器の魅力が広がる

第 5回奏楽らいぶ

5/27（土）19：00 ～

土居文化会館（ユーホール）

アトリウム

海の青さに、古城、川の
流れのように　など

G. 奏楽　28-1150（山内）

ギターとフルートの調べ

青木一男☆楠橋美穂ジョイントコンサート

5/14（日）14：00 ～（開場 13：30）

土居文化会館（ユーホール）

アトリウム

松山市で活動中の青木一男さんと
楠橋美穂さん（本市出身）による
コンサート。さわやかな季節の中、
ギターとフルートの調べをお楽し
みください。

寺尾　74-4203

ぬくもりのある作品の数々…

たなかあつし　木のものがたり特別展

開催中～ 5/28（日）10：00 ～ 17：00

霧の森ギャラリー（菓子工房新宮本店 2階）

懐かしい日本の風
景や子どもたちの
笑い声が聞こえて
きそうです。大小、
存在感のある木彫
りに彩色された作
品や木彫りの絵が
並びます。

入館無料

霧の森　0570-07-3111

宝くじ文化公演

由紀さおり・安田祥子コンサート

8/22（火）18：30 ～（開場 18：00）

土居文化会館（ユーホール）

一般 2,500 円、高校生以下 1,500 円（全席自由）
※宝くじ助成による特別料金です

入場券前売り開始

○土居文化会館（ユーホール）
　5/20（土）9：00 ～
○文化振興課（商工会館 2階）、 川之江文化センター
　5/22（月）9：00 ～

土居文化会館（ユーホール）　28-6353

1 人 5 枚まで



　四国中央ふれあい大学は、「四国の文化発信基地」を目指し、市民のみなさんが多くの人とふれあいを持ち、魅力
ある生涯学習を進めるために、さまざまな講座を行っています。

四国中央ふれあい大学

※各イベントの詳細や第 108 回～第 111 回講座のチ

ケット販売方法などは、ふれあい大学ホームページや

広報などで随時お知らせします！

ふれあい大学年間パスポートを販売します！

　平成 29 年度ふれあい大学講座をお得に受講でき
る年間パスポートを販売します。パスポート 1冊で
上記の 5講座を受講でき、通常 4,300 円の受講料が
かかるところ、2,500 円（税込）で購入できます！
　5/15（月）8:30 からふれあい大学事務局（文化振
興課）で販売開始します。限定数 100 冊です。ぜひ
お早めにお求めください！
※パスポートのチケットは、各講座 1回 1名のみ受
講できます。再発行及び払い戻しはできません

あいテレビ、石﨑商事㈱、イトマン㈱、㈱猪川商店、井原工業㈱、梅錦山川㈱、愛媛新聞社、カミ商事㈱、
川之江信用金庫、川之江造機㈱、川之江ロータリークラブ、共同瓦斯㈱、㈱ゴークラ、四国中央市文化協会、
四国中央商工会議所、シンワ㈱、大王製紙㈱、㈱大昌　工所、㈱トーヨ、南海放送、医療法人康仁会 西岡病院、
社会医療法人石川記念会 ＨＩＴＯ病院、尾藤建設㈱、福助工業㈱、ペガサス運輸㈱、マルウ接着㈱、㈱マルカワ、
丸住製紙㈱、三木特種製紙㈱、㈱モリオト、ユニ・チャーム㈱、㈱リブドゥコーポレーション、リンテック㈱

四国中央ふれあい大学事務局
（文化振興課内）　28-6043

四国中央ふれあい大学 検索

（50 音順）四国中央ふれあい大学は、下記の皆さまからの温かい賛助金などにより各事業を行っています

平成 29 年度ふれあい大学講座

第 108 回講座

原　晋　講演会

7/2（日）14：00 ～（開場 13：30）

市民会館川之江会館

一般 1,000 円　高校生以下 500 円
（当日 500 円増）

第 110 回講座

ケロポンズ親子コンサート in 四国中央

2/4（日）昼間（予定）

土居文化会館（ユーホール）

一般 800 円　高校生以下 500 円
（当日 500 円増）
3歳未満無料
（ただし座席が必要な場合は有料）

第 111 回講座

前橋汀子ヴァイオリンリサイタル

2/25（日）※開演時間未定

土居文化会館（ユーホール）

一般 1,500 円　高校生以下 800 円
（当日 500 円増） 篠山紀信C

情報発信事業
第 18 回四国高等学校演劇祭

7/16（日）　　市民会館川之江会館
市民ミュージカル「おさく」

（四国中央ふれあい市民劇団）

11/11（土）・12（日）　　土居文化会館（ユーホール）

第 107 回講座

岡田武史　講演会

6/9（金）18：30 ～（開場 18：00）

市民会館川之江会館

チームマネジメント今治からの挑戦
無料（整理券が必要です）
※全席自由、未就学児入場不可
※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

整理券配布開始：5/16（火）8：30 ～
配布場所：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）
※ 1人 3枚まで
※前日までに整理券がなくなった場合、当日の配布
はありません

第 109 回講座

井村雅代　講演会

8/20（日）昼間（予定）

市民会館川之江会館

一般 1,000 円　高校生以下 500 円
（当日 500 円増）


