第 113 回四国中央ふれあい大学講座

杉良太郎講演会
「福祉・想いのままに」
9/2（日）14：00 ～
（13：30 開場）
市民会館川之江会館

親子ふれあいあそび
とき

ところ

内容・対象

7/ 3（火）妻鳥保育園 0 歳児主体
7/ 5（木）川之江ふれあい
交流センター 1・2 歳児主体
7/10（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
一般 1,000 円（当日 1,500 円）
高校生以下 500 円（当日 1,000 円） ※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
※全席自由
※未就学児は入場不可
※年間パスポートをお持ちの方
は、橙色のチケットで入場可
入場券市内先行販売
7/10（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
7/17（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：63171）

夏休み親子料理教室

保健センター 2 階

小学生による水鉄砲を使っての陣
取り合戦ゲーム
1 人 300 円
小学生（1 チーム 5 名）
20 チーム
※申し込み多数の場合は抽選
7/26（木）まで
戦国水鉄砲実行委員会（土居町
商工会青年部） 74-5889

ハニカムペーパーで
遊ぼう
8/18（土）13：00 ～ 16：00
県産業技術研究所 紙産業技術セン
ター研究交流棟

研修室

栄養指導室

成長期のための鉄たっぷりメニュー
1 人 400 円
市内在住の小学生と保護者
各日 30 名 ※先着順
エプロン、三角巾、タオル、お茶、
ふきん、室内用シューズ
7/2（月）～ 7/13（金）
教育総務課 28-6293

ハワイ文化
体験セミナー

8/26（日）13：00 ～ 16：30
関川河川敷ふるさと広場

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

7/21（土）・7/22（日）
9：30 ～ 13：00

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

戦国水鉄砲！
「関川の戦い」

内容
講師
参加費
対象者
定員

7/21（土）14：00 ～ 16：00
保健センター 1 階 集団指導検診室
ハワイのインターン生から、ハワ
イの文化を学ぼう !! ハワイの伝
統工芸「リボンレイ」作りや伝統
芸能「フラ」を体験します。
ターシャ・ハヤシさん
カイラ・サトウさん
一般 500 円、SIFA 会員 300 円
30 名
※小学生以下は保護者同伴
7/18（水）まで
市国際交流協会

28-6014

県内在住の方
30 名
※申し込み多数の場合は抽選
8/3（金）まで（必着）
参加者全員の住所、氏名、電話番
号、小・中・高校生は学年を明記し、
往復はがき・ファクス・E メール
のいずれかでお申し込みください。
※ 1 回の応募で 5 名まで申し込み
できます
※ E メールの場合は、必ず件名に
「8 月体験教室応募」と明記して
ください
県産業技術研究所 紙産業技術
センター 58-2144
〒 799-0113
58-2145

妻鳥町乙 127

kami-cnt@pref.ehime.lg.jp

暁雨館の催し

紙のまち資料館の催し

【開館時間】9：00 ～ 17：00
【休館日】毎週月曜日、祝日の翌日
28-6325

【開館時間】9：00 ～ 16：00
【休館日】毎週月曜日、祝日の翌日
28-6257

企画展「二洲と篤山（第二部）
」
～二人の先生とその周辺～

～石川景水～
漉き絵創作 25 周年記念展

7/10（火）～ 8/19（日）
企画展示室 B

7/15（日）～ 9/2（日）
3 階 企画展示室

handmade イベント
ふぃ～る♪ 10
7/15（日）11：00 ～ 15：00
土居文化会館（ユーホール）

師匠や友人など、二人を取り巻く
人間模様を取り上げます。

第 14 回愛石のススメ展
7/10（火）～ 8/26（日）
企画展示室 A

県内外から雑貨、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

赤石山系・関川が鉱物の宝庫と言
われる理由をご紹介します。
石の鑑定コーナー
8/5（日）9：00 ～ 12：00
ご持参の石の種類を鑑定します
（金額の鑑定ではありません）。

霧の森ギャラリー展

湿紙状の台紙に、植物の繊維をス
プーンやスポイト、ピンセットを
用いた独特の手法で配して制作し
た漉き絵を約 50 点展示します。

ユーホールロビー展

【開館時間】10：00 ～ 17：00
0570-07-3111

【休館日】毎週月曜日、祝日の翌日
28-6353

土筆会 水墨画展
～気韻生動を求めて～

第 8 回四国中央フォトコンテスト
入賞作品展

7/10（火）～ 8/31（金）
霧の森菓子工房（売店）2 階

7/4（水）～ 7/19（木）
9：00 ～ 21：30

三好藍石からの流れをくむ作風を
近藤親利 油絵展
学ぶ。個性豊かな 11 人の作品です。
7/7（土）～ 7/20（金）
世界のミニ昆虫展（標本・成虫）
9：00 ～ 21：30（最終日 13：00 まで）
7/14（土）～ 8/31（金）

にはプレゼントがあります（先着
順、無くなりしだい終了）。
にじのとびら

77-5254

なでしこリーグカップ
2 部公式戦
7/7（土）13：00 ～
スカイフィールド富郷

愛媛 FC レディース vs
岡山湯郷 Belle
愛媛 FC 089-970-0700

ふれあい館
期間中、標本の虫の名前を当てる

第 3 回 HITO フェスタ

虫クイズを実施します。ご応募い
ただいた正解者の中から抽選で 5
名に、生きた昆虫をプレゼント！

7/22（日）10：00 ～ 14：00
HITO 病院

霧の森は 8 月末まで休まず営業 !
※交湯～館のみ休館日があります
【休館日】毎週月曜日（祝日の場
合は翌平日）

医師、看護師、介護士、薬剤師な
どの本格的なお仕事体験のほか、
緊急車両の展示、屋台コーナーも
あります。
HITO 病院 総務管理課 29-5633

四国アイランドリーグ plus
公式戦
7/30（月）13：00 ～
浜公園川之江野球場
愛媛マンダリンパイレーツ vs
香川オリーブガイナーズ
高校生以上 800 円（当日 1,000 円）
中学生以下 400 円（当日 500 円）
※未就学児は無料
チケット販売中！
【販売場所】伊予三島運動公園体
育館、川之江体育館、市民窓口セ
ンター、各窓口センター
市体育協会

28-6071

