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〇新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、発熱・せきなどの症状がある
方は、イベントへの参加をお控えください。
〇イベントへの参加の際は、マスクの着用など、感染症予防対策をお願いします。
〇状況により、イベントの中止や規模を縮小する場合があります。

紙のまち資料館の催し
入館無料
【開館時間】9：00 ～ 16：00
【休館日】毎週月曜日、祝日の翌日

第 123 回四国中央ふれあい大学講座
千住真理子ヴァイオリン・リサイタル
2/23（火・祝）14：00 ～（13：30 開場）
しこちゅ～ホール（市民文化ホール）大ホール

28-6257

～紙を愛し、紙と遊ぶ～
第 33 回紙講座生徒作品展（前期）
1/24（日）～ 2/21（日）
3 階 企画展示室
当館が実施している紙講座（5 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。

©Kiyotaka Saito(SCOPE)

四国中央市内先行販売
1/13（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
1/20（水）10：00 ～
ローソンチケット（L コード：62327）
※完売した場合は当日券の販売はありません

2020 年にデビュー 45 周年を迎えた千住真理子さん。
幻の名器・ストラディヴァリウス「デュランティ」と運命的な出会いを果
たした彼女が名曲の数々を奏でます。
さんどう
さとし
☆ピアノ 山洞 智さん
一般 2,000 円（当日 2,500 円）、高校生以下 1,000 円（当日 1,500 円）
※全席指定、未就学児入場不可
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

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

親子ふれあいあそび
無料・要申込

アマチュア芸能団体の祭典
ユーフェスタ 2021
2/7（日）13：00 ～（12：30 開場）
ユーホール（土居文化会館）

チケット好評販売中
ユーホール（土居文化会館）
、
しこちゅ～ホール（市民文化ホール）
、
川之江文化センター、地域振興課

市内外のアマチュア芸能グループ 8 団体が出
演。ハーモニカ・ギター・ピアノの演奏、マジッ
ク、ダンスなど
み ゆ
☆ゲスト 馬場美夕さん（エレキギター奏者）
☆司会
横内 遥さん（四国中央テレビ）
とき

ところ

内容・対象

2/ 2（火）妻鳥保育園 0 歳児主体
2/ 4（木）川之江ふれあい
交流センター 1・2 歳児主体
2/16（火）乳児保育所
こども村

おはなし主体

10：00 ～ 11：00
体操や手遊び、育児相談
1/27（水）9：00 ～（定員あり）
乳児保育所こども村 56-1310

200 円 ※全席自由
ユーホール（土居文化会館）28-6353

市スポーツ協会講座

ダニエルの料理教室

無料・要申込

要申込

【受付時間】8：30 ～ 17：00
【休館日】毎週火曜日
年始（1/3 まで）
川之江体育館 28-6255
※市スポーツ協会のホーム
ページをご確認のうえ、お申
し込みください
ベビママヨガ（無料体験第 3 弾）
1/15（金）10：00 ～ 11：00
伊予三島運動公園体育館

大会議室

しっかり首が座った 3 か月～ 1 歳
前後の赤ちゃんとママ
※見守り保育あり
7 組程度

NEWS 英会話③④

要申込

① 1/16（土）、② 1/19（火）
10：00 ～ 13：00

③ 1/26、2/9、2/16（火曜日・全 3 回）
10：30 ～ 11：30

保健センター 2 階

④ 2/4、2/18、2/25（木曜日・全 3 回）
19：00 ～ 20：00
市民交流棟 2 階 会議室

栄養指導室

外国の料理を作ってみよう！
今回は国際交流員の家庭の味「ア
メリ カ ン ス タ イ ル キ ッ シ ュ」 と
「アップルパイ」を作ります。
中学生以上（中学生は保護者同伴）
各 16 名
1/12（火）まで
一般 1,000 円、会員 500 円
ダニエル・クルーズ（市 CIR）
市国際交流協会
28-6014

しこちゅ～
紙と神の物語

※③と④では違う題材を取り扱いま
す。③④の両方にお申し込みいただ
けますが、定員に達した場合は、ど
ちらか一方でのご参加をお願いする
ことがあります
国際交流員とニュースの記事を題
材にして英語を学びませんか。
中級～
各 10 名
③ 1/25（月）まで

要申込

④ 2/ 3（水）まで
一般 2,000 円、会員 1,000 円
ダニエル・クルーズ（市 CIR）
市国際交流協会
28-6014

1/23（土）10：00 ～（約 3 時間）
集合場所 ルミエール（三島中央）

ホンヤミカコの
はじめてのオカリナ
レッスン 要申込
2/9（火）10：30 ～ 12：00
ユーホール（土居文化会館）
リハーサル室
初心者のための、オカリナの吹き
方講座です。
10 名
1/31（日）まで
受講料 2,000 円、
教材費 1,000 円
（初
心者用陶器のオカリナ付）
ホンヤミカコ
オカリーナカリーナ
070-5683-5646

ガイドの案内で興願寺、三島神社、
中通り商店街などを巡りながら、
歴史考古博物館 - 高原
本市の歴史を学びませんか！
ミュージアム - の催し
小学生以上（小学生は保護者同伴）
無料・要申込
8 名（最少催行人数 2 名）
【開館時間】9：00 ～ 17：00
1/20（水）17：00 まで
【休館日】毎週月曜日、祝日の翌日
2,000 円（昼食、保険料など含む） 年始（1/3 まで）
市観光協会 77-5003
28-6260

土器洗い体験
1/23（土）10：00 ～ 11：00
市内の遺跡から出土した本物の土
器の洗浄作業を体験できます。
20 名程度（小学生以下は保護者同伴）
1/16（土）まで

