イベント
坂村 真 民記念館

砥部焼伝統産業会館

年末年始休館日12月29日日～１月１日 水・祝

年末年始休館日12月29日日～１月１日 水・祝

▼企画展「若者たちに贈る真民詩
～二度とない人生をどう生きるか～」
期間

２月16日日まで

▼砥部焼×菊間瓦展

240年の歴史がある砥部焼と750年の歴史が
ある今治の菊間瓦。愛媛県の伝統的特産品の歩
みを感じてみてください。
期間

２月24日 月・振休 まで

▼砥部焼×菊間瓦

伝統工芸士会展

１月26日日10時～と
13時～に、ろくろと絵
付けの実演を行います。
伝統工芸士の匠の技を目
の前で見ることができま
す。
また、菊間瓦の鬼師に
よる実演もあります。
期間

問坂村真民記念館 ☎（９６９）３６４３

１月18日土～２月９日日

問砥部焼伝統産業会館

文化会館

松山市
▼令和最初の大合戦！

松山城冬の陣

松山城を周遊しながら、宝の地図に描かれ
た謎の解読に挑戦する「リアル宝探し」や、二
之丸史跡庭園に登場する約12㍍×15㍍サイズ
の「忍者巨大迷路」など、イベント盛りだくさ
ん。
詳しくは、南海放送ホームページ（
https://www.rnb.co.jp/matsuyamacastle/）をご覧ください。
日時 １月11日土～３月８日日
場所 松山城・二
之丸史跡庭園・松
山城山ロープウェ
イ東雲口駅舎
※入園料または天
守観覧料が必要な
場所があります。
問観光・国際交流課

☎（９４８）６５５７
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☎（９６２）６６００

年末年始休館日
砥部町陶芸創作館
とべ温泉湯砥里館
陶街道ゆとり公園

年末年始休館日12月28日土～１月４日土
▼第20回ピアノリレーコンサート

約260人の一般公募の出演者によるさまざま
なジャンルのピアノ演奏をお楽しみください。
日時 １月18日土・19日日10時（開場９時30分）

▼三遊亭小遊三・春風亭一之輔 二人会
日時 ２月８日土14時

（開場13時30分）
対象 小学生以上
入場料 4,300円

（前売3,800円）

▼池田慈ピアノリサイタル
－ひばりが告げる春の訪れ－
日時

Ⓒキッチンミノル

２月23日 日・祝 14時（開場13時30分）

対象 小学生以上
入場料 一般2,500円 高校生以下1,000円
申込方法 文化会館他各プレイガイドで購入
問文化会館

12月29日日～１月３日金
１月６日月
12月29日日～１月３日金

☎（９６２）７０００

農村工芸体験館
道の駅ひろた「峡の館」
交流ふるさと研修の宿「ひろたの森」

12月30日月～１月３日金
12月31日火～１月３日金
12月28日土以降完全予約制

大きくな～れ！
問い合わせ

子育て

ひ

ろ

名称
子育てサロン
ポレポレ

①子育て支援課子育て支援係 ☎（９６２）６２９９
②とべファミサポ事務局 ☎（９６２）１９８８
③砥部児童館 ☎（９６２）２８６８
④麻生児童館 ☎（９５８）５１８７
⑤ぽっかぽか ☎（９５８）３４０５
⑥とべ子育て支援コーディネーター ☎０９０（８２８５）７６０４
⑦愛育幼稚園 ☎（９６２）２２２４

ば

開催日

時間

場所

14 日火

９時 30 分～
11 時 30 分

商工会館２階
大研修室

21 日火

園庭開放
23 日木
（天候不良のときは、
幼稚園での開催は中 28 日火
止になります）
毎週火水

10 時～ 11 時

砥部こども園

愛育幼稚園

どんど焼き

18 日土

14 時～

砥部児童館

あかちゃんたいむ

15 日水

ママたいむ

16 日木

10 時 30 分～

麻生児童館

②
乳幼児と保護者 親子遊びの場を提供します ①

⑦
どなたでも

１年の健康を願って、お
餅やお芋を焼いて食べま ③
しょう

乳幼児と保護者 ベビーフォト、絵本
事前申込

新春お茶教室（10人程度）

９日木

11 時～

あんまやさん（当日先着予約）

15 日水

10 時 30 分～

おじいちゃんおばあちゃんと
交流

17 日金

10 時～

リトミック（事前予約６組）

20 日月

11 時～

21 日火

10 時 30 分～

23 日木

11 時～

豆まき（事前予約）

29 日水

10 時～

バランスボール（事前予
約５組）

出前ひろば「とべっこ」 27 日月

問

宮内保育所
９時～ 12 時

☆活動☆

内容

麻生保育所

と第４土

ぽっかぽか

対象

高尾田あったか広場

乳幼児と保護者

10 時 30 分～ 老人福祉センター

「バランスボール」

④

前髪カット（当日先着予約） ⑤
性教育

木のおもちゃで遊ぼう

⑥

「園庭開放」

「大きくなったよ！」では、満２・３歳になるお子さんの写真を掲載しています。掲載を希望
される人は、誕生日の前々月末日までに、写真と氏名、生年月日、住所、電話番号、お子さん
へのメッセージ (50 字以内）を書いて総務課広報広聴係へ。
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砥部児童館

☎（962）2868

麻生児童館

☎（958）5187

≪イチオシ行事≫

≪イチオシ行事≫
18 日土 14 時から「どんど焼き」をします。
1 年の健康を願って参加しませんか？お餅やお
芋を焼いて温まりましょう。お飾りなどを持っ
てくる場合は、ミカンや装飾、針金などを外し
てください。雨天の場合は、翌日 19 日日にな
ります。

16 日木 10 時 30 分からは、
ママたいむの「新
春お茶教室」です。お茶の先生をお招きして、
本格的なお抹茶をいただきます。今回は、クラ
ブの親子も来るので、小さなお子さんも大丈夫
です。気軽に参加してください。
参加するには、事前に申し込みが必要です。

＜臨時休館日＞
１月 16 日木

＜年末年始休館日＞ 12 月 29 日日～１月３日金

とべファミリー・サポート・センター（ファミサポ） ☎（962）1988
今月の講習会

「語ろう、学ぼう、行動しよう、地域の防災」
身近なところでの防災についてみんなで一緒
に考えましょう。
日時 １月 22 日水 10 時～ 12 時
場所 文化会館３階視聴覚室
講師 町総務課 政岡晋係長
申込期限 １月 17 日金
※託児が必要な人は、ファミサポまでご連絡
ください。

とべ子育て支援コーディネーター
家庭教育支援事業
子育て学習会「子育て♥スマイル講座」
日時

１月 13 日 月・祝 10 時～ 12 時

テーマ 「ボーイスカウトの防災教室
場所
講師
対象

～身近なものから防災を考える～」

町老人福祉センター

子育てサロン♪ポレポレ♪
ぐずって抱っこされてい
る赤ちゃんに、
男の子が「は
いどうぞ」とおもちゃを渡
しにきました。赤ちゃんは、
おもちゃを触ろうと手を伸
ばし、ぐずるのをやめまし
た。きっと赤ちゃんにも男
の子の優しさが伝わったん
だと思います。

☎ 090（8285）7604
おしゃべり恐竜くらぶ
毎月第１月曜日に保健センターでの活動、他

月１回「外活動」などをしています。
１月20日月「お正月あそび」
２月 ３ 日月「節分ごっこ」

ボーイスカウト愛媛県連盟
愛媛ローバース会議

乳幼児～小学生親子・一般・子育て

支援関係者など

申し込み・問い合わせ

社会教育課☎（９６２）５９５２

ＮＰＯ法人とべ子育て支援ぽっかぽか

☎０９０（８２８５）７６０４( 村上 )
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節分ごっこ

