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出かけてみませんか 内容 対象者

参加費 講師

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

しこちゅ～ホール開館記念冠事業

　初めての方でも
　安心して楽しめ
　る俳句のつくり
　方をお伝えしま
　す。一緒に俳句の
　ある生活を始め
　ましょう！
　一般 1,000 円（当日 1,500 円）
　高校生以下 500 円（当日 1,000 円）
※全席自由　※未就学児入場不可
※年間パスポートをお持ちの方は、
緑色チケットで入場可

　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

入場券市内先行販売

12/11（水）～
文化・スポーツ振興課、しこちゅ～
ホール（市民文化ホール）、川之江窓
口センター、ユーホール（土居文化
会館）、明屋書店（川之江店）
一般プレイガイド販売

12/18（水）～
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：62244）

第 119 回四国中央ふれあい大学講座

夏井いつき句会ライブ

1/25（土） 14：00 ～（開場 13：30）

しこちゅ～ホール（市民文化ホール）

大ホール 12/15（日）10：00 ～ 14：30

しこちゅ～ホール（市民文化ホール）

大ホール

　愛和認定こども園　24-3533

愛和認定こども園
なかよし発表会　無料

12/21（土）9：30 ～ 11：30

しこちゅ～ホール（市民文化ホール）

大ホール

　認定こども園金生幼稚園　58-6510

認定こども園
金生幼稚園発表会　無料

1/1（水・祝）6：30 ～翠波高原に集合

※道路が凍結している場合は中止

　コスモス会
　090-5273-5949（宮崎）

翠波高原　初日の出会
無料

祝賀会（雨天決行）

　1/1（水・祝）8：00 ～
　嶺南支所
　豚汁などが振る舞われます。

（今年の初日の出）

しめ縄作り

12/7（土）13：30 ～

お正月に飾るしめ縄を一緒に作り
　ます。
クリスマス会

12/14（土）14：00 ～

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（日）10：00 ～

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！

　みしま児童センター　28-6072

みしま児童センター
冬のイベント　無料

1/2（木）13：00 ～ 15：00

霧の森交湯～館玄関前

　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）。
　自家製ぜんざいの振る舞いもあり
　ます（無くなりしだい終了）
　霧の森交湯～館　　
　72-2611

第 13 回霧の森
新春もちつき大会　無料

1/6（月）11：00 ～ 12：00

ホテルグランフォーレ

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

新年交歓会
～各界から本市の発展を願う～

【開館時間】9：00 ～ 17：00

【休館日】毎週月曜日、祝日の翌日、

年末年始（12/29 ～ 1/3）

　28-6325

企画展「白木豊～平和をうたう～」

12/10（火）～ 2/9（日）

○学芸員による展示解説（約 30 分）
12/14（土）、12/15（日）13：30 ～
被爆、そして家族の死。漢学者、 

　アララギ派歌人として平和を求め 
　続けた白木豊の生涯をご紹介しま
　す。

暁雨館の催し
無料

図書館・郷土資料館協働事業
「ふるさと写真展」関連講座
「四国中央市のくらしと産業（土
居・新宮地域）」

1/18（土）10：00 ～ 11：00

県主催「ふるさと愛媛学」の調査
　成果をもとに、昭和 30 ～ 40 年代
　の土居・新宮地域の生活や文化、
　産業についてお話します。
　50 名程度（先着）
　12/10（火）～
※定員になりしだい終了します
　暁雨館窓口または電話にてお申し
　込みください。
　田坂泰之さん（県まなび推進課社
　会教育主事）



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 観音寺市
～ひと足早いバレンタインの

出会い♥～

2/1（土）　11：00 ～ 14：30

TOLERANCE 第一会館

（観音寺市吉岡町 595-1）

全国名酒ラベル展

12/8（日）～ 1/19（日）

3階　企画展示室

【開館時間】9：00 ～ 16：00

【休館日】毎週月曜日、祝日の翌日

年末年始（12/29 ～ 1/3）

28-6257

日本中のお酒の
　いろいろなデザ
　インのラベルを
　約 600 点展示。

紙のまち資料館の催し
無料

【休館日】毎週月曜日、祝日の翌日

年末年始（12/29 ～ 1/3）

　28-6353

アートクラブ院土居教室

「アートクラブ院土居作品展」

12/8（日）～ 12/22（日）

9：00 ～ 21：30（最終日 16：00 まで）

ユーホールロビー展
無料

　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

10：00 ～ 11：30

とき ところ 内容・対象

1/ 7（火）妻鳥保育園 0歳児主体

1/ 9（木）川之江ふれあい
交流センター 1・2歳児主体

1/21（火）川之江図書館 おはなし主体

親子ふれあいあそび
無料

　弾き語りアーティスト・アコース
　ティックユニットなどを中心とし
　た、お寺で行う
　野外音楽ライブ
　＋マルシェ
　寺フェス実行
　委員会　77-4251

寺フェス～新
し ん し ゅ ん ほ う お ん

春奉音～
無料

1/2（木） 11：00 ～ 15：00

新長谷寺（寒川町 3214）

　一般 1,000 円
　（当日 1,500 円）
　高校生 500 円
　（当日 1,000円）
　中学生以下無料

080-3924-0480
　（喜井）

「Leone ×桜子による
Oboe・Fagott・Piano
のトリオコンサート」

12/21（土）18：00 ～（開場 17：30）

しこちゅ～ホール（市民文化ホール）

小ホール

12/15（日）10：00 ～ 16：00

JA うま生活文化センター

（松柏小学校前）

この大会の上位 4 人を全国大会に
　推薦します。
　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）
　12/14（土）まで
　2,000 円（軽食付き）　
　　健康麻

まーじゃん

将協議会四国中央支部
　090-9778-7514（伴野）
　JA うま　総合企画部　24-3827

全日本健康マージャン
選手権愛媛県予選

　県内外から約 60 ブースのハンドメ
　イド雑貨、ワークショップ、癒し、
　飲食が出店。クリスマスに向けて
　オンリーワンを探しませんか。
　にじのとびら　77-5254

handmade イベント
ふぃ～る♪ 14　無料

12/15（日）11：00 ～ 15：00

ユーホール（土居文化会館）

おしゃれな結婚式場でおいしいラン
　チや会話、ちょっとしたゲームを楽
　しみながら、チョコのように甘く素
　敵な出会いを見つけませんか。
　20 歳～ 39 歳くらいまでの独身男女
　男性 15 名、女性 15 名
※申し込み多数の場合は抽選
　〇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】
　　kikakuchosei@city.kanonji.lg.jp
　〇えひめ結婚支援センターホーム
　　ページから申し込み。
　1/5（日）まで
　男性 2,500 円　女性 2,000 円
　観音寺市企画課　
　0875-23-3917


