第 115 回四国中央ふれあい大学講座

ジブリの思い出がいっぱい
～オーケストラによるドリーム
コンサート～
2/24（日）14：00 ～（13：30 開場）
土居文化会館（ユーホール）

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
しめ縄作り
12/8（土）13：30 ～
お正月に飾るしめ縄を一緒に作り
ます。

handmade イベント
ふぃ～る♪ 11
12/9（日）11：00 ～ 15：00
土居文化会館（ユーホール）

クリスマス会
12/15（土）14：00 ～
マジックショー、クリスマスパー
ティー。プレゼントもあるよ！

どんど焼き
1/12（土）10：00 ～
一般 1,500 円、高校生以下 800 円
（当日券は 500 円増）
※全席自由
※ 2 歳以下は無料（大人 1 人につ
き 1 人までひざ上鑑賞可、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
赤色のチケットで入場できます
入場券市内先行販売
12/18（火）～
文化・スポーツ振興課、川之江窓
口センター、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
12/25（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：62591）
※完売した場合は当日券の販売は
ありません
四国中央ふれあい大学事務局
（文化・スポーツ振興課内）
28-6043

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！
県 内 外 か ら ハ ン ド メ イ ド 雑 貨、
ワークショップ、癒し、飲食の約
60 のブースが出展します。
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
みしま児童センター

28-6072

紙のまち資料館の催し
まーじゃん

全日本健康麻将選手権
愛媛県予選大会
12/24（月・祝）10：00 ～ 16：00
（受付 9：30 ～）
JA うま生活文化センター
（松柏小学校前）
この予選大会の上位 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
れば当日参加可）
12/12（水）まで
健康マージャン協議会四国中央
支部 090-9778-7514（伴野）
JA うま 企画課 24-3827

参加費

講師

ファクス

りしだい終了）。
にじのとびら 77-5254

問い合わせ先

備考

【開館時間】9：00 ～ 16：00
【休館日】毎週月曜日、祝日の翌日
12/29（土）～ 1/3（木）
28-6257

～筆の音がきこえる～
「梨風書作展」
12/9（日）～ 1/20（日）
3 階 企画展示室
古典的、前衛的な額装作品、伝統
表装とデザイン表装の軸装作品を
約 30 点展示します。

霧の森
新春餅つき大会

翠波高原 初日の出会

1/2（水）13：00 ～ 15：00
霧の森交湯～館前

1/1（火・祝）6：30 翠波高原に集合
※道路が凍結している場合は中止
祝賀会

四国まんなか「三好市・観
音寺市・四国中央市」de 愛
イベント in 四国中央市
～縁起物で結ぶ縁～
1/19（土）15：00 ～ 18：00
（受付 14：45 ～）

1/1（火・祝）8：00 ～
嶺南支所
豚汁などが振る舞われます。

HITO 病院 11 階
レストラン「SORA

DINING」

昔ながらの杵つき餅の実演と体
験！つきたての紅白餅を無料配布
します（お一人様 1 袋）。
温かいぜんざいの振る舞いもあり
ます（お一人様 1 杯）。
霧の森交湯～館からのお知らせ
12/26（水）～ 1/6（日）までは
休まず営業します！
※ 12/31（月）は短縮営業（入
浴最終受付 18：30、飲食オーダー
ストップ 17：00）

新年交歓会

霧の森交湯～館

～各界から本市の発展を願う～

72-2611

ところ

展望の良いレストランでおいしい
スイーツや、縁起物の水引細工作

1/4（金）11：00 ～ 12：00
ホテルグランフォーレ

親子ふれあいあそび
とき

コスモス会
090-5273-5949（宮崎）

内容・対象

1/ 8（火）妻鳥保育園 0 歳児主体
1/10（木）川之江ふれあい
交流センター 1・2 歳児主体
1/11（金）川之江図書館 おはなし主体
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

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

「ストラップ付きしこちゅ～ぬいぐるみ」を
販売します♪（お一人様 2 個まで）
12/10（月）8：30 ～（閉庁日は除く）
総務調整課（市役所 5 階）
1 個 500 円（税込み）
総務調整課 広報広聴係 28-6158
※ 200 個が無くなりしだい販売終了と
なりますのでお早めに！

日時

場所

内容

対象者

200

個限

定販

売

りを楽しみながら、素敵なご縁を
見つけませんか。
20 歳～ 39 歳くらいまでの独身男女
男性 15 人 女性 15 人（申し込み
多数の場合は抽選）
○応募項目を記入のうえ、下記のア
ドレスに E メールで申し込み
【応募項目】
件名：「四国まんなか de 愛イベ
ント応募」
本文：氏名（フリガナ）、年齢、
性別、郵便番号、住所、携帯電話
番号、職業、メールアドレス
【応募アドレス】man-naka@city.
shikokuchuo.ehime.jp
○えひめ結婚支援センターホーム
ページから申し込み
12/1（土）～ 12/25（火）
17：00 まで
男性 2,000 円
女性 1,500 円
政策推進課
28-6005

たて約 10 ㎝（ストラップ除く）

定員

持参品

募集期限・期間

申込方法・申込先

