
12/9（土）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。雑貨ブースを増設し、
パワーアップして開催します。ま
た、小学生以下のお子さんにはプ
レゼントがあります（先着順、無
くなりしだい終了）。
にじのとびら　77-5254

handmade イベント
ふぃ～る♪ 9

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）

～美は霊力なり～

「樋
ひ が さ よ し ふ み

笠悦史絵画作品展」

12/10（日）～ 1/21（日）

3階　企画展示室

主にアクリル絵の具と紙などを用
いた混合技法で描いた、瀬戸内の
風景画、静物画、パステル画、抽
象画など約 30 点の作品を展示。
力強さと美しさを兼ね備えた作品
をご覧ください。

紙のまち資料館の催し
【開館時間】9：00～ 16：00

【休館日】毎週月曜日、12/24（日）、

12/29（金）～ 1/3（水）、1/9（火）

　28-6257

内容

対象者

定員

持参品

募集期限・期間

申込方法・申込先参加費

講師

ファクス

問い合わせ先

12/16（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

HITO 病院
第 5回餅つき大会

12/16（土）18：00 ～ 20：00

福祉会館 4階　多目的ホール

クリスマスライブパフォーマンス
や外国のクリスマス文化に触れて
みませんか！みんなで交流してク
リスマスを楽しもう !!
SIFA 会員 200 円、一般 400 円
高校生以上
クリスマスプレゼント（500 円程
度）1品、ポットラックの料理ま
たはお菓子 1品
※クリスマスプレゼントはラッピ
ングをしてください
※ポットラックの料理やお菓子は
市販のものでかまいません
12/13（水）まで
　市国際交流協会　28-6014

SIFA クリスマス交流会

しめ縄作り

12/9（土）13：30 ～

みしま児童センター
冬のイベント
※会場は全てみしま児童センター

お正月に飾るしめ縄を一緒に作り
ます。

クリスマス会

12/16（土）14：00 ～

人形劇、ほっこりんサンタ、じゃ
んけんゲームなど。プレゼントも
あるよ！

どんど焼き

1/7（日）10：00 ～

お正月に飾ったしめ縄などを燃や
します。ぜんざいもあるよ！

みしま児童センター　28-6072

乳児保育所こども村　56-1310

体操や手遊び、
育児相談

※申し込み不要、誰でも参加できます

10：00 ～ 11：30

とき ところ 内容・対象

12/12（火）妻鳥保育園 0歳児主体

12/14（木）川之江児童館 1・2歳児主体

12/19（火）川之江図書館 おはなし主体

親子ふれあいあそび



1/2（火）13：00 ～ 15：00

霧の森交湯～館前

昔ながらの杵つき餅の実演と体
験！つきたての紅白餅と温かいぜ
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　0570-07-3111
霧の森交湯～館　72-2611

霧の森　新年餅つき大会

■霧の森　　10：00 ～ 17：00
■交湯～館　10：00 ～ 21：00
※ 12/28（木）と 1/4（木）は短
縮営業　10：00 ～ 19：00
（入浴最終受付 18：30、飲食オー
ダーストップ 17：00）　

12/26（火）～ 1/8（月・祝）は

休まず営業！

12/26（火）～ 1/8（月・祝）は

休まず営業！

1/1（月・祝）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）

翠波高原　初日の出会

雨天決行

　1/1（月・祝）8：00 ～
　嶺南支所
　豚汁やぜんざいが振る舞われ
ます。

祝賀式

1/6（土）13：30 ～ 15：30

土居文化会館（ユーホール）

大会議室

あったかなまちづくり活動支援事業

立石美津子講演会

子育て世代は不安がいっぱい。自
身も自閉症児の親である立石美津
子さんを講師に迎え、完璧な子育
てではなく、テキトーな子育ての
極意をお話していただきます。
500 円
100 名
託児あり（要予約）
　子育て応援倶楽部ブランコ
090-7623-0710（村上）
kangaroodayori@gmail.com

1/20（土）14：00 ～（13：30 開場）

土居文化会館（ユーホール）

ありがとうの手紙

「朗読と歌の感動のステージ」を
お届けします。ご応募いただいた
中から選ばれた「ありがとうの手
紙」を、下條さんが朗読。そして
手紙に添えるように沢田さんが音
楽を奏でます。
一般 1,500 円、高校生以下 800 円
※全席自由
※未就学児は無料。ただし座席が
必要な場合は入場券をご購入くだ
さい
※ 3歳以下は入場不可

土居文化会館（ユーホール）
28-6353

入場券販売中！

販売場所：土居文化会館（ユーホー
ル）、文化振興課、川之江庁舎 1
階（文化センター窓口）

出演：下條アトムさん（俳優）

　　　沢田知可子さん（歌手）

1/4（木）11：00 ～ 12：00

ホテルグランフォーレ

2,000 円
どなたでもご参加いただけますの
で、直接会場へお越しください。
　秘書課　28-6003

新年交歓会～各界から本市の発展を願う～



第 2回山内恵子油彩画展

12/1（金）～ 12/13（水）

9：00 ～ 21：30（初日は 12：00 ～）

ユーホールロビー展
【休館日】毎週月曜日、12/24（日）

　28-6353

第 2 回アートクラブ院

土居絵画教室作品展

12/14（木）～ 12/27（水）

9：00 ～ 21：30（初日は 12：00 ～）

12/9（土）～ 1/28（日）

9：00 ～ 17：30（入場は 17：00 まで）

企画展示室

エネルギーにはさまざまな種類が
あり、私たちは目的に合わせてエ
ネルギーを変換し利用していま
す。電気や熱、光、運動、位置な
どのエネルギーを実際に体験しな
がら、エネルギーの移り変わりや
働きを紹介します。
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〕
県総合科学博物館　0897-40-4100

県総合科学博物館企画展
「体験！エネルギーワールド」

2/4（日）13：00 ～（12：30 開場）

土居文化会館（ユーホール）

第 110 回四国中央ふれあい大学講座

ケロポンズ親子コンサート
in 四国中央

一般 800 円、高校生以下 500 円
（当日券は 500 円増）
※全席自由
※ 3歳未満は無料。ただし座席が
必要な場合は入場券をご購入くだ
さい
※年間パスポートをお持ちの方
は、緑色のチケットで入場可

四国中央ふれあい大学事務局
（文化振興課内）　28-6043

入場券市内先行販売

12/19（火）～
文化振興課、川之江庁舎 1階（文
化センター窓口）、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（火）～
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：61613）

12/23（土・祝）16：00 ～ 18：30

ひめぎんホール　メインホール

（松山市道後町 2-5-1）

県民総合文化祭 30 周年記念事業
の第 1弾。米

め ら

良美
よしかず

一さんと松山市
民吹奏楽団によるクラシックコ
ンサートや坊っちゃん劇場と県内
文化団体によるミュージカルコン
サート、高校生ビブリオバトルを
行います。
無料。ただし入場整理券が必要で
すので、下記までお申し込みくだ
さい。
　県文化・スポーツ振興課
089-912-2972

県民総合文化祭 30 周年
記念事業プレイベント

今月の

「しこちゅ～」おでかけ予定

★ 12/17（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）〕

12/17（日）11：00 ～ 17：00

（受付 10：00 ～）

JA うま生活文化センター

（松柏小学校前）

本予選大会の上位 4人を、全国大
会に推薦します。
2,000 円
マージャンができる方（点数計算
ができなくても可）
52名（先着順。定員に空きがあれ
ば当日参加あり）
12/12（火）まで
　健康マージャン協議会四国中央
支部　090-9778-7514
JA うま　企画課　24-3827

全日本健康麻
まーじゃん

将選手権
愛媛県予選大会

12/18（月）13：10 ～ 15：00

土居高等学校　体育館

～お母さん生んでくれてありがと
う～エベレストに懸けた夢
木本正

まさひと

均さん
伊予土居ライオンズクラブ
74-6235
doi@lionsclub336a.jp

伊予土居ライオンズクラブ
青少年育成講演会


