すすきヶ原入野公園
春まつり（夜桜）
3/23（金）～ 4/15（日）
すすきヶ原入野公園
期間中は 22 時までちょうちん点灯

みすゞ塾 一日演劇体験
～ちょっとした勇気で、
小さな自分を吹っ飛ばそう！～
【土居教室】
3/24（土）・4/21（土）

※花の開花状況などにより、ちょ 【川之江・三島教室】
うちん点灯期間を変更する場合が 3/25（日）・4/22（日）
※時間・会場はお問い合わせください
あります
土居観光協会

74-8825

向山公園桜まつり

内容を変更
する場合が
あります

とき

ところ

内容・対象

3/13（火）川之江児童館 1・2 歳児主体
※ 3/8 から変更
3/14（水）妻鳥保育園 0 歳児主体

※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

4/8（日）10：00 ～ 16：00
※荒天時は 4/9（月）に順延

川之江城山公園
子ども写生大会、お茶席、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

3/20（火）川之江図書館 おはなし主体
田辺国武さん（ふるさとアドバイ
ザー）
市内在住の小学生から 75 歳くら
いまで
各回 15 名
各開催日の前々日まで ※先着順
みすゞ塾事務局
090-6882-3308（池北）
文化振興課 28-6043
座・東京みかん
info.mikan3@gmail.com

内容を変更
する場合が
あります

4/8（日）10：00 ～ 14：00
※荒天時は 4/9（月）に順延

三島公園 ピクニック広場
駐車場 / 市役所本庁舎
4/8（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

10：00 ～ 11：30
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
乳児保育所こども村

56-1310

四国中央市民吹奏楽団＆
三島高等学校吹奏楽部

2018 スプリングジョイント
コンサート
3/18（日）14：00 ～（13：30 開場）
福祉会館 4 階 多目的ホール

ジャジャわん祭り＆じく
3/18（日）10：00 ～ 16：00

三島公園桜まつり

持参品
募集期限・期間
申込方法・申込先
ファクス
問い合わせ先

親子ふれあいあそび

4/8（日）9：00 ～ 15：00
向山公園

城山公園桜まつり

内容
講師
参加費
対象者
定員

※雨天時は 3/25（日）に順延

ジャジャうま広場
犬好きの方も、そうでない方も大
集合！わんわん広場と大人気のマ
ルシェ「じく」がコラボレーショ
ン。犬のしつけ教室やわんわん運
動会などのほか、マルシェには
21 店舗が出店予定です。
四国中央テレビ 24-0130
※雨天時のイベントの中止・順延
などについては、四国中央テレビ
のホームページでお知らせします

いろいろなジャンルの音楽を演奏
します。お楽しみに！
四国中央市民吹奏楽団
090-2825-8814（平田）

第 35 回川之江吹奏楽団
スプリングコンサート
3/18（日）14：00 ～（13：30 開場）
市民会館川之江会館
「セビリアの理髪師 序曲」「Hero」
ほか
川之江吹奏楽団
080-5666-9415（篠原）

暁雨館の催し
【開館時間】9：00 ～ 17：00
【休館日】毎週月曜日、3/22（木）
28-6325

伊予国宇摩郡の変わり者
せいがく
安藤正楽君
－近代化とその矛盾の狭間をいきる－
「何レニシテモ宇摩郡ノ生ンダ一奇人デ

アマチュア芸能団体の祭典

紙のまち資料館の催し

ユーフェスタ 2018
3/18（日）13：00 ～（12：30 開場）
土居文化会館（ユーホール）

市内外のアマチュア芸能グループ ～紙を愛し・紙と遊ぶ～
8 団体が出演。童謡合唱、日本舞踊、 第 30 回紙講座生徒作品展（後期）
津軽三味線、フラダンス、クラシッ 3/4（日）～ 4/8（日）
3 階 企画展示室
クギターなど

アル？」

☆ゲスト：アジアツインズ

3/10（土）～ 4/15（日）
企画展示室

風 Hi-Fu
☆司会：岡部桃子さん（四国中央
テレビ）

本市出身の安藤正楽
（1866 ～ 1953）を「変
わり者」
「一奇人」と
表現した大正 10 年付
「愛媛新報」の記事を
手掛かりに、正楽が
残した資料にうかが
われる主張と、日本
の近代化の様子を比
較していきます。学
校での地域教材とし
て取り上げられるだけでなく、県
内外から訪れる人が後を絶たない
正楽の足跡について、展示を通し
て「再考」します。

200 円

光と

※全席自由

入場券は、土居文化会館（ユーホー
ル）で販売中！
土居文化会館（ユーホール）
28-6353

ユーホールロビー展
【休館日】毎週月曜日
28-6353

春のあいあい展
3/3（土）～ 3/17（土）
9：00 ～ 21：30
（初日 13：00 から、最終日 16：00 まで）

オープニングセレモニー
3/10（土）10：00 ～

安藤正楽再考
玉井崇夫さん（元明治大学文
学部教授）
特別講演会
4/8（日）10：00 ～ 11：30
常設展示室
非戦論者・安藤正楽
山泉 進さん（明治大学法学
部教授）

当館が実施している紙講座（6 講
座）のうち、書道・水引細工・紙
バンド手芸の受講生が 1 年間学ん
だ成果を発表展示します。

手漉き和紙体験実施中！

関連イベント

基調講演会
3/10（土）10：30 ～ 11：30
常設展示室

【開館時間】9：00 ～ 16：00
【休館日】毎週月曜日、3/22（木）
28-6257

毎週火・木・土・日曜日
13：00 ～ 16：00（受付 15：30 まで）

「さとにきたらええやん」
上映会＆北村年子さん講演
トークライブ
3/25（日）【上映会】13：00 ～
【講 演】15：00 ～
愛媛銀行三島支店 2 階
セミナールーム（三島宮川 4-5-11）
大阪釜ヶ崎で 38 年間続く「こど
もの里」にやってくる子どもや親

スタジオミュー
ダンスステージ発表会
3/25（日）
【午前の部】10：30 ～（10：00 開場）
【午後の部】15：30 ～（15：00 開場）
土居文化会館（ユーホール）

を丸ごと受け入れ見守る、涙と
笑いあふれるドキュメンタリー映
画。こどもの里に深く関わり、ル
ポライター・ノンフィクション作
家の北村年子さんを講師に迎え、
「地域の道親さん」「子どもたちの

キッズダンス、ヒップホップ、ジャ
ズダンス、バレエ

自尊感情を育てるために」につい
てお話しいただきます。
80 名 ※先着順、要申し込み
四国中央市自主上映実行委員会

900 円
スタジオミュー

080-5669-7147（近藤）
toshikomama2008@yahoo.co.jp

57-1236

本市出身の女優・帆風成海さんが 6/16 まで主演！

帆風成海さんが市役所を訪問

ミュージカル「よろこびのうた」

2 月 9 日（金）、

開催中～平成 31 年 1 月上旬（予定）
坊っちゃん劇場（東温市見奈良 1125）

※公演日時は、電話やホー
ムページなどでご確認く
ださい

ミュージカルの
PR のため市役所
を訪れた帆風さ

1919 年、徳島県において日本で初め
てベートーヴェンの第九「歓喜の歌」
ん。篠原市長や
が歌われた史実を元に、ドイツ人捕
松柏保育園の園
虜と日本人との交流、葛藤、対立、
児たちから激励
和解を描いた、現在に通じる愛と平
と 歓 待 を 受 け、
和の物語。
「せりふも歌も多いですが、私の代わりは
一般 3,910 円（前売り 3,600 円）
いないので、体調管理をしっかりして演
高校生 2,680 円（前売り 2,370 円）
技と歌をもっともっと追及していきたい
中学生以下 2,160 円（前売り 1,860 円） と思います。半年間、120％の力で演じま
※全席指定
すので、ぜひ劇場へお越しください」と
※ 3 歳未満入場不可〔親子室あり（要
話していました。
予約）〕
～帆風成海さん Profile ～
坊っちゃん劇場 089-955-1174
川之江町出身の元タカラジェンヌ。2015 年に
坊っちゃん劇場

市長杯～西日本将棋最強戦～

朝日 S-1 グランプリ 2018

検索

宝塚歌劇団を退団後も、女優として活躍中！

霧の森ギャラリー展

【開館時間】10：00 ～ 17：00
3/25（日）10：00 ～（受付 9：00 ～） 【休館日】毎週月曜日（祝日の場合
は翌平日）
土居文化会館（ユーホール）2 階
0570-07-3111
大会議室・小会議室
特別招待ゲスト

伊藤昭男似顔絵展
3/3（土）～ 3/25（日）
ふれあい館

北浜健介 八段

長谷川優貴
女流二段

一般の部（トーナメント方式）
S-1（3 段以上または希望者）
、A 級
（初段・2 段）
、B 級（1 級以下）
こどもの部（中学生以下、リーグ戦）
A 級（有段者または希望者）、B 級（1
級～ 5 級）
、
C級
（6 級以下）、D 級（初
心者）
一般 2,000 円、女性・高校生 1,500
円、小・中学生 1,200 円
※昼食付き
日本将棋連盟十八歩支部
74-7778（苅田）

陶人形 夢わらべ
善めいの世界展
4/1（日）～ 4/28（土）
ふれあい館
ほっこりとした心癒される夢わら
べとの出会いをお楽しみください。

第 25 回呉山会水墨画展
3/17（土）～ 3/19（月）
9：00 ～ 17：00（最終日 16：00 まで）
川之江文化センター 2 階 ホール
会員の水墨画研習の成果を発表
呉山会 56-5059（髙木）

塩塚高原山焼き＆
やまびこバスツアー
【山焼き】
4/1（日）9：00 ～
塩塚高原
※荒天時は、
4/15（日）に順延予定

【バスツアー】
※荒天時は、4/15（日）に順延予定

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 霧の高原でバーベキュー
13：00 霧の高原出発
13：45 霧の森到着
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

