
10：00 ～ 11：30

とき ところ 内容・対象

5/ 9（水）川之江体育館 自由遊び主体

5/10（木）川之江ふれあい
交流センター 1・2歳児主体

5/15（火）川之江図書館 おはなし主体

5/22（火）妻鳥保育園 0歳児主体

親子ふれあいあそび

※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

体操や手遊び、育児相談

5/12（土）9：00 ～ 18：00

5/13（日）9：00 ～ 16：00

川之江文化センター 2階　ホール

第 50 回緑風展

雑木、山野草、ミニ盆栽、席飾り
の展示。実技講習2日間。即売有り。
川之江緑風会事務局　　　　　　
080-6392-9010（尾藤）

伝統楽器の魅力広がる

第 6回奏楽らいぶ

5/26（土）19：00 ～

土居文化会館（ユーホール）

アトリウム

曲目「豊後竹田にて」「水戸黄門」
「時代劇メドレー」など
G. 奏楽　28-1150（山内）

6/3（日）　9：00 ～ 15：00

新宮町霧の森周辺

第 17 回霧の森お茶まつり

新茶即売会、茶摘み体験、茶そば
わんこ大会、各種バザーなど
霧の森　0570-07-3111　

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

5/20（日）10：00 ～ 12：30

（受付 9：30 ～）　

森と湖畔の公園　受付：中央広場

※雨天決行

春を楽しもう！

春のネイチャーゲーム大会

野外で自然とふれあうゲームをし
ながら、春を感じて楽しみます。
大人 300 円（高校生以上）　　　
子ども 200 円
小学生以上なら子どものみでの参
加可能
筆記用具、バンダナ、敷物、飲み物
雨天時は、雨がっぱ、長靴、傘
5/16（水）まで
〒 799-0401　村松町 600　西川弘之
　akaboshisn@gmail.com
※はがきまたは E メールに参加希
望者全員の住所、氏名、年齢、電
話番号を明記
えひめ赤星シェアリングネイ
チャーの会
24-7551　（石川）

要申込

5月大型連休（ゴールデンウィーク）

に伴う開館日及び休館日の変更のお

知らせ

開館日：5/2 ～ 5/6

休館日：5/1、5/7 ～ 5/10

紙のまち資料館からの
お知らせ 28-6257

手漉き和紙体験実施中！
火・木・土・日曜日
13：00 ～ 16：00（受付 15：30 まで）

あなたの作品展しませんか！
展示条件　紙に関わる作品展

（絵画・版画・切り絵・ちぎり絵・
ペーパークラフト・書道・紙製品
の収集品など）
展示時期　4週間程度
展示場所　3階企画展示室
注意事項　展示料無料（ただし、
看板などは展示者が原則負担）。
展示作業は共同で行い、展示時期
などは、協議調整のうえ決定しま
す。

5/8（火）～ 6/10（日）

宇摩の先人尾藤二洲と近藤篤山。
江戸時代の儒学者・教育者として
知られる二人は師弟関係にありま
した。年間 3 回の展示を通して 2
人の人物像を考察します。　

暁雨館企画展「二洲と篤山①」

～二人の先生とふるさと宇摩～

5/19（土）14：00 ～ 15：30

HITO 病院 1階

音楽療法コンサート
～絆を深める癒しのコンサート～　

200 名程度
HITO 病院　総務管理課　29-5633

参加者募集！「ふるさと愛媛学」　　

ふるさと再発見講座

6/9（土）　新宮公民館

6/23（土） 土居文化会館（ユーホール）

13：00 ～ 15：00

旧新宮村と旧土居町の昭和 30 年代
から 40 年代ごろのくらしや産業を
中心に「ふるさとらしさ」を発見・
再確認することの魅力や楽しさ、
地域調査の方法などを学びます。
各会場 40名程度
文化・スポーツ振興課、各図書館、
暁雨館に備え付けている申込用紙
に必要事項を記入のうえ、郵送・
ファクスでお申し込みください。
電話申し込みも可能です。

地域の先人や歴史・文化について
学びます。
20 名（応募多数の場合は抽選）
5/20（日）まで　

「暁雨館大学」受講生募集

6 月～平成 31 年 3 月まで（全 6回）

10：00 ～ 11：30

要申込

暁雨館の催し
【開館時間】9：00～ 17：00

【休館日】毎週月曜日 ,5/1,4,5,6,7

　  28-6325



5/19（土）9：00 ～ 17：00

5/20（日）9：00 ～ 16：00

川之江文化センター 2階　ホール

日々の努力の成果を発表！
硯友書道会　090-7582-8646（篠原）

第 46 回硯友書作展

5/27（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、
英語にもっと自信をつけたい人、
だれでも参加できます。
ルシア・ジュ（市 CIR）、市 ALT
一般 500 円、会員 200 円

（飲食代別途必要）　
初心者～上級者（高校生以上）
15 名   
5/24（木）まで
　市国際交流協会　28-6014

英語カフェ① 要申込

5/25（金）～ 5/27（日）

9：00 ～ 17：00

（最終日は、16：00 まで）

川之江文化センター 2階　ホール

第 22 回宇摩美術会展

宇摩美術会　23-2694（宮崎）

5/26（土）9：00 ～ 17：00

5/27（日）9：00 ～ 16：00

中之庄公民館

第 38 回四国中央市
三島連合書道展

各会派の作品約 90 点を展示
三島書道連合会事務局
74-2902（西川）

5/3（木・祝）～ 5/5（土・祝）

10：00 ～ 17：00

エントランスホールほか

屋外で行う大迫力の巨大実験
ショーや、誰でも自由に参加でき
て気軽に楽しめる工作など、科学
の楽しさを体験できるスペシャル
イベントです。
・巨大実験ショー、プチ科学工作、
太陽と金星を見よう
無料　※常設展示入場時は観覧券
が必要

愛媛県総合科学博物館

GW わくわくミュージアム

ONE LOVE MARKET 
～マルシェと音楽で町おこし～

5/27（日）10：00 ～ 16：00

伊予三島運動公園　児童広場

※雨天決行（荒天中止）

「マルシェと音楽で町おこし」を
テーマに地元出身の若者が企画運
営し、誰でも気軽に楽しめるマル
シェを作りあげます。おいしいも
のを食べたり、のびのびと音楽を
楽しんだりしませんか。
NO ROOF de  MACHIOKOSHI
090-6208-5570（岩本）
midnight_presents@hotmail.co.jp
 

6/16（土）16：00 ～　総会・懇親会

グランフォーレ

三島高等学校菱門同窓会総会

3,000 円（新卒者無料）
6/6（水）まで
　三島高等学校菱門同窓会事務局
23-2136

6/2（土）11：00 ～ 13：00

保健センター 2階　栄養指導室

アメリカの家庭料理「ミートボー
ルスパゲッティ」と「ガーリック
ブレッド」を作ります。
ルーカス・ビークラー（市 ALT）
一般 1,000 円、会員 500 円　
高校生以上
30 名   
5/21（月）まで
　市国際交流協会　28-6014

ルーカスの料理教室 要申込

5/20（日）～ 6/30（土）

霧の森ギャラリー

出展　石川千尋さん、斉藤純子さん
　　　石川教子（光舟）さん
　 霧の森 0570-07-3111

書とお花の三人展　
～生かされてありがとう～

第 7回消防操法
四国中央市大会
5/27（日）8：30 ～

寒川グラウンド

※悪天候の場合は 6/3（日）に延期

市内消防団によるポンプ車操法と
小型ポンプ操法が行われ、日頃の
訓練の成果を競います。　
安全・危機管理課　28-6935

第 9回川崎民謡会
三島支部発表会
6/10（日）14：00 ～

霧の森交湯～館 2階　研修室

作業唄からお座敷唄まで、さまざ
まな民謡と三味線を一緒に楽しみ
ましょう。
霧の森交湯～館　72-2611


