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
【開館時間】8：30 ～ 22：00
【休館日】毎週月曜日・祝日の翌日
28-6353

3/4（日）10：00 ～
土居文化会館（ユーホール）

霧の森ギャラリー展
【開館時間】10：00 ～ 17：00
【休館日】毎週月曜日（祝日の場合
は翌平日）
0570-07-3111

大カイグリ展
3/1（木）～ 3/18（日）
菓子工房新宮本店 2 階

■発表会
3/4（日）10：00 ～

内容

持参品

講師

募集期限・期間

参加費

申込方法・申込先

対象者

ファクス

定員

問い合わせ先

【出演講座】

愛顔感動ものがたり表彰式
イベント

「コラボで和音講座」、
「太極拳講座」、
「気功講座」

2/25（日）14：30 ～（13：30 開場）
ひめぎんホール メインホール
（松山市道後町 2-5-1）
■作品展
3/ 4（日）～ 3/11（日）
※初日は 10 時～、最終日は 15 時まで

絵画教室カイグリの生徒さん ( 幼
児・小学生・大人 ) が、1 年間に
制作した作品を展示します。

【出展講座】
野菜ソムリエの手ごねパンでランチ
教室講座、野菜ソムリエの旬の料理
教室講座、おかしとサンドイッチの
教室講座、楽しい陶芸講座、切り絵
講座、クラフトバンド（紙バンド）
講座、誰でも楽しめる盆栽講座
※過去の講座生の出展もあります

川之江文化祭
3/3（土）～ 3/4（日）
川之江文化センター

文化振興展「ふるさとの風
景」油彩画展
2/1（木）～ 2/23（金）
市役所本庁 2 階ロビー

■美術・工芸・盆栽展
3/3（土）～ 3/4（日）
9：00 ～ 17：00（4 日は 15：00 まで）
■お茶席
3/4（日）9：30 ～
■俳句会
郷土の画家による、ふるさとの風
景画展です。
文化振興課

28-6043

3/4（日）13：00 ～
市文化協会川之江支部事務局
28-6236

全国のみなさんから多数の応募を
いただいた「感動のエピソード」
及び「愛顔の写真」の表彰式イベ
ントを開催します。
無料 ※入場整理券の申し込みが
必要です
住所、氏名、電話番号、希望枚数
を電話・ファクス・E メールのい
ずれかで申し込み（電話受付は平
日 8：30 ～ 17：15）
県文化・スポーツ振興課
089-912-2972
089-912-2969
bunkasports@pref.ehime.lg.jp
「愛顔 表彰式」で検索

英語カフェ④
2/25（日）15：00 ～ 16：30
ジョイフル川之江店

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、もっ
と自信をつけたい人、初心者から
上級者まで誰でも大歓迎です。
ルシア・ジュ（市 CIR)、市 ALT
一般 500 円、会員 200 円
※別途、飲食代が必要です
高校生以上
15 名
2/22（木）まで
市国際交流協会 28-6014

愛媛県総合科学博物館
企画展「案外すんでる！
身近な生き物」

県美術館企画展「生誕 200 年
沖冠岳と江戸絵画展」
お き か ん が く

四国中央少年少女合唱団
第 49 回 定期演奏会

開催中～ 3/25（日）
3/11（日）13：30 ～（開場 13：00）
9：40 ～ 18：00（入場は 17：30 まで） 土居文化会館（ユーホール）
愛媛県美術館（松山市堀之内）

【 曲 目 】 春 風 の 中 で、 児 童 合 唱
ミュージカル「太陽のうた」、
冬げしき など
【賛助出演】三島小学校合唱隊
四国中央少年少女合唱団
74-3700（大西）
江戸時代後期～明治初期にかけ
て、江戸東京で活動した今治出身
の画家、沖冠岳。本展では、冠岳
のさまざまな作品と活動の舞台と
なった江戸の書画壇についても紹
介します。
大人 1,200 円、高大生 900 円、
小中生 700 円
沖冠岳展実行委員会
089-921-2192

歴史文化フィールドワーク
in 西条市
～西条のモダニズム建築を観る
し ず た ろ う

建築家 浦辺鎮太郎の情熱～

3/10（土）13：00 ～ 16：00
集合場所：西条栄光教会
（西条市明屋敷 236-10）

親子ふれあいあそび
とき

ところ

2/ 6（火）妻鳥保育園

内容・対象
0 歳児主体

2/ 8（木）川之江児童館 1・2 歳児主体
2/20（火）川之江図書館 おはなし主体

2/24（土）～ 4/8（日）
9：00 ～ 17：30（入場は 17：00 まで） 10：00 ～ 11：30
企画展示室

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
博物館周辺に広がる里地・里山で
乳児保育所こども村 56-1310
観察できる動物や昆虫について、
標本や写真で紹介します。
65 歳 以 上 260 円、 大 人（ 高 校 生
以上）510 円、中学生以下は無料
総合科学博物館 0897-40-4100

浦辺鎮太郎さんが手がけた西条栄光教会

西条栄光教会、愛媛民藝館及び西
条郷土博物館でフィールドワーク
曲田清維さん（愛媛大学名誉教授）
和田耕一さん（一級建築士）
20 名（先着順）
2/28（水）17 時まで
電話でお申し込みください
東予歴史文化資源活用市町連携
協議会事務局（県東予地方局地域
政策課内） 0897-56-0710
ま が た きよただ

