紙のまち資料館の催し
【開館時間】9：00 ～ 16：00
【休館日】1/1（火・祝）～ 1/3（木）、
毎週月曜日、祝日の翌日
28-6257

～紙を愛し、紙と遊ぶ～
第 31 回紙講座生徒作品展（前期）
1/27（日）～ 2/24（日）
3 階 企画展示室
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」の受講者が 1 年間学
んだ成果を展示します。

第 8 回四国中央市紙のまち
新春競書大会
1/20（日）9：00 ～ 12：00
伊予三島運動公園体育館
書道を学ぶ本市・三好市・観音寺
市の小学 3 年生～中学 3 年生の児
童・生徒が一堂に会し、新年の心
新たに書の腕を競います。参加者
が真剣に書と向き合う姿をぜひご
覧ください。
アトラクションとして三島高校書
道部が書道パフォーマンスを披露
します。
文化・スポーツ振興課

28-6037

内容
講師
参加費
対象者
定員

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

暁雨館の催し
【開館時間】9：00 ～ 17：00
【休館日】1/1（火・祝）～ 1/3（木）、
毎週月曜日、祝日の翌日
28-6325

企画展「二洲と篤山（第三部）」
～二人の先生 その書と美～
1/8（火）～ 2/17（日）
企画展示室
江戸時代の儒学者である二洲と篤
山の遺墨をもとに、作品の背景や
二人の人物像を考察します。

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）
尾藤 二洲

ユーホールロビー展
【休館日】1/1（火・祝）～ 1/3（木）、
毎週月曜日、祝日の翌日
28-6353

第 4 回アートクラブ院
土居絵画教室作品展
1/13（日）～ 1/27（日）
9：00 ～ 21：30
（初日 12：00 から、最終日 15：00 まで）

第 15 回四国中央市
児童・生徒書道展覧会
2/2（土）～ 2/24（日）
9:00 ～ 17：00
県産業技術研究所

紙産業技術セン

ター（妻鳥町）
書道という日本の伝統と文化を後
世に継承し、次世代の書家及び書
道指導者の養成と若年層の書道に
対する意識の啓発を目的として、
展覧会を開催します。
愛媛県書道用紙連合会
すみかわ
58-2055（角川）

近藤 篤山

図書館・郷土資料館協働事業
ふるさと写真展～くらしの風景～
1/8（火）～ 1/27（日）
暁雨館ロビー
市内各地域の昔懐かしい、思い出
の写真を展示します。

高校生による
歴史文化 PR グランプリ
2/11（月・祝）13：00 ～ 16：00
あかがねミュージアム 多目的ホール
（新居浜市坂井町 2-8-1）
東予地域の高校生が、歴史文化の
紹介や、その活用アイデアを発表
します。

愛媛県立三島高等学校芸術
発表会 2019・第 24 回情報
デザイン卒業制作展

2/6（水）まで
電話による申し込み、または
氏名、電話番号、観覧希望人
数を明記のうえファクスでお
申し込みください。

部、華道部、美術部、自然科学部
の作品や活動内容紹介パネル、美
術選択生の作品などを展示しま
す。

東予歴史文化資源活用市町連携

交流イベント
1/20（日）13：00 ～ 15：00
福祉会館 4 階 多目的ホール
茶会（茶道部）、干支色紙プ
レゼント（書道部・美術部）
を行います。ぜひお越しくだ
さい。
三島高等学校

筆記用具、防寒着、手袋、帽子、
バンダナ、敷物
雨天時は、雨がっぱ、長靴、傘

設備改修工事のため、温泉施設が 1/21（月）～ 1/31（木）の 11 日間は
利用できません。
（2/1（金）から通常通りご利用いただけます）
大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力
をお願いします。
なお研修室、軽食は通常通りご利用いただけます。
研修室 8：30 ～ 21：00

は E メールでお申し込みくださ
い。
〒 799-0401 村松町 600 西川弘之
akaboshisn@gmail.com
えひめ赤星シェアリングネイチャー
の会 24-7551（石川）

23-2136

霧の森交湯～館の温泉施設休業のご案内

軽食
11：00 ～ 20：30
（ラストオーダー 20：00）
※ 1/21（月）
、1/28（月）は休館日です

大人（高校生以上）300 円
子ども 200 円

1/11（金）まで
参加希望者全員の住所、氏名、年
齢、電話番号を明記し、郵送また

協議会事務局（県東予地方局地域
政策課内） 0897-56-0710
0897-56-1308

72-2611

冬のネイチャーゲーム

1/13（日）10：00 ～ 12：15
1/20（日）～ 1/22（火）
（受付 9：30 ～）
9：00 ～ 17：00（最終日 13：00 まで） 森と湖畔の公園 受付：中央広場
福祉会館 4 階 多目的ホール
野外で五感を使って自然とふれあ
同校の商業科情報デザイン類型 3
うゲームをしながら、森の中の
年生の卒業制作展示のほか、書道
木々と一緒に遊びます。

観覧者募集

霧の森交湯～館

森の木と遊ぼう！

親子ふれあいあそび
とき

ところ

2/ 5（火）妻鳥保育園

内容・対象
0 歳児主体

2/ 7（木）川之江ふれあい
交流センター 1・2 歳児主体
2/26（火）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

アイルランド料理教室
1/12（土）11：00 ～ 14：00
保健センター 2 階 栄養指導室
国際交流員と一緒に、アイルラン
ド の「 コ ル カ ノ ン（ マ ッ シ ュ ポ
テト）
」
「アイリッシュシチュー」
「アップルクランブル（デザート）」
を作ります。
チェルシー・コリンズ（市 CIR）
一般 1,000 円、会員 500 円
高校生以上
30 名
1/8（火）まで
市国際交流協会

28-6014

英語カフェ④

英語教室（初級）④

1/20（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、英語にもっと自信
をつけたい人、誰でも OK です！
チェルシー・コリンズ（市 CIR）、
市 ALT
一般 500 円、会員 200 円
※別途飲食代が必要
高校生以上
15 名
1/17（木）まで
市国際交流協会

28-6014

1/25 ～ 3/1（毎週金曜日・全 6 回）
10：00 ～ 11：30
市役所市民交流棟 2 階

会議室 2

ショーン先生とたくさん英語で話
して、楽しく英語を学びませんか。
これから英語を学びたい方、「初
心者英語教室①②③」から継続し
て学びたい方など大歓迎！
ショーン・ソルバーグさん
一般 6,000 円、会員 3,000 円
※別途教科書代 3,000 円程度必要
初心者
20 名 ※最少催行人数 5 名
1/16（水）まで
市国際交流協会 28-6014

愛媛県総合科学博物館の催し
【開館時間】9：00 ～ 17：30
【1 月の休館日】1（火・祝）、8（火）、
15（火）
、21（月）、28（月）
0897-40-4100

企画展「野生の王国ケニア」
開催中～ 1/27（日）
展示棟 1 階 企画展示室
ケニアにすむ野生動物や、先住民
マサイ族の暮らしなどについて写
はくせい
真やとべ動物園の剝製をお借りし
て展示しています。
無料 ※常設展示観覧券が必要です

企画展関連イベント
「葉っぱをくんくん！植物の香り」
1/19（土）13：00 ～ 13：30
展示棟 3 階

サイエンス工房

植物は種類によっていろいろな匂
いがあります。匂いの秘密を解説
します。
無料 ※常設展示観覧券が必要です

第 5 回しこちゅ～
国際交流フェスタ
2/3（日）13：30 ～ 16：00
（受付 13：00 ～）
福祉会館 4 階 多目的ホール
ブースを巡ってさまざまな国の文
化や食べ物を体験し、みんなで国
際交流を楽しもう！
無料
※一人一品、料理またはお菓子を
持参してください（市販のもので
構いません）
市国際交流協会

28-6014

NEWS 英会話②
1/24 ～ 2/28（毎週木曜日・全 6 回）
19：00 ～ 20：00
市役所市民交流棟 2 階 会議室 2
国際交流員とニュースの記事を題
材にして英会話を学びませんか。
チェルシー・コリンズ（市 CIR）
一般 4,000 円、会員 2,000 円
中級～
20 名
1/23（水）まで
市国際交流協会

28-6014

