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●イベント情報●
久万美コレクション展Ⅱ

画家の「最期」と「最後」
開催中 ～ 4 月 15 日（日）
【場所】町立久万美術館
【情報】時間：9 時 30 分～17 時 00 分 休館日：祝日の翌日
入館料：大人 500 円 高大生 400 円 小中生 300 円 ※団体など各種割引あり
【内容】絶筆と呼ばれる「最期」の作品。それは、画家の一生を締めくくるばかりでなく、画家の生
死に迫る手掛かりになります。村山槐多（1896-1919）や長谷川利行（1891-1940）のように
夭折した画家たちにとっては、短い生涯が画業の「最後」でした。自らの人生と格闘しなが
ら独自の表現を追求しています。今回のコレクション展ではこのような死生観が伝わってく
る作品を中心に展示が行われます。
【問合せ先】町立久万美術館（TEL0892-21-2881）
久万高原天体観測館主催イベント「皆既月食を見よう」
1 月 31 日（水）
【場所】久万高原天体観測館
【情報】時間：20 時 30 分～22 時 30 分 参加費：大人 200 円、高校生以下 100 円
その他：雨天・曇天時は中止となります。（当日 16 時に決定）
懐中電灯、防寒着をご持参ください。
【内容】皆既月食とは、月が地球の影の中に入ってしまう現象で、日本で見られるのは 3 年ぶりにな
ります。この珍しい天体ショーを望遠鏡や双眼鏡で観察します。
【お申し込み・問合せ先】久万高原天体観測館（TEL0892-41-0110）
面河渓フォトコンテスト

テーマ「あなたが見つけた、面河渓の魅力！！」

【情報】応募締切：3 月 11 日（日） 応募料：1,000 円（3 作品まで）
※応募者はアマチュアに限り、他のコンテスト等で入賞した作品は応募できません。
【内容】面河渓で平成 29 年 12 月～平成 30 年 2 月に撮影された写真を募集します。3 月 18 日（日）
より公開審査を実施し、入賞作品は渓泉亭面河茶屋内に約 1 年間展示されます。応募方法等
の詳細については下記までお問い合わせください。
【問合せ先】渓泉亭面河茶屋（TEL0892-58-2511）

その他の情報
♨温泉情報♨
古岩屋温泉（低張性アルカリ性冷鉱泉）
【場所】国民宿舎古岩屋荘（久万高原町直瀬乙 1636）
【情報】時間：正午～22 時（受付は 21 時 15 分まで）≪1 月、2 月は毎週水曜定休≫
料金（日帰り入浴）
：一般（中学生以上）400 円、小学生 200 円、幼児（3 歳以上）100 円
【お問い合わせ】0892-41-0431
ふもと温泉（低張性アルカリ性冷鉱泉）
【場所】ふもと友愛館（久万高原町直瀬甲 518 番地 2）
【情報】時間：13 時～19 時
≪3 月～12 月：毎週土曜、日曜営業、1 月～2 月：毎週日曜営業≫
料金（日帰り入浴）
：一般（中学生以上）400 円、小学生 200 円
【お問い合わせ】0892-31-0250

くままちひなまつり開催に伴う人形の受付について
【期間】4 月 8 日（金）まで受付中
【情報】久万高原町ひなまつり運営委員会では、来春開催される「第 4 回くままちひなまつり」
（2 月
25 日～4 月 8 日予定）にあわせ、役割を終えた雛人形の寄贈を受け付けます。受付に際して
は、いくつか注意事項がございますので、下記にお問い合わせの上内容をご確認ください。
※受付は雛人形のみでフランス人形等は対象外となります。
【問合せ先】久万高原町まちなか交流館内

裏面も参考にしてね！

ひなまつり運営委員会事務局（0892-21-2015）

天空の郷さんさん

（営業時間：9 時～1７時）
【場所】久万高原町入野 1855-6
【情報】農産物直売所のほか、農家レストランやパン工房、ファーストフードコーナーなど久万高原
の特産品を多彩な施設でお楽しみいただけます。
【問合せ先】天空の郷さんさん（0892-21-3400）
道の駅みかわ （営業時間：9 時～17 時 30 分 毎週月曜定休）
【場所】久万高原町上黒岩 2840
【情報】地元特産品などを販売する物産コーナーや、清流を眺めながら地元の川魚などを使った料理
を堪能できるレストランがあります。
【問合せ先】道の駅みかわ（0892-56-0330）

ごうかくきっぷ販売中 ～合格して大成しますように～
【内容】
「ごうかく」
・
「大成」は、国道 440 号線を走っている町営バス路線の駅名です。2 つのきっぷ
を組み合わせることで“合格して大成しますように”という縁起きっぷです。
【問合せ先】柳谷産業開発公社（0892－54－2518）
【取扱場所】
施設名
柳谷産業開発公社
久万高原駅やまなみ
道の駅みかわ
役場柳谷支所
道の駅「天空の郷さんさん」

住
所
久万高原町中津 7027－2
久万高原町久万 202－3
久万高原町上黒岩 2840－1
久万高原町柳井川 923
久万高原町入野 1855-6

電話番号
0892-54-2518
0892-21-0071
0892-56-0330
0892-54-2121
0892-21-3400

久万スキーランド

3 月 11 日（日）まで営業予定
【場所】久万高原町東明神乙 754 番地 60
【情報】四国最大級の人工造雪量で、いつでも楽しく安全に滑ることができます。
≪プレミアムフライデー実施中≫
毎週金曜日はプレミアムフライデーとしてナイター入場料が無料になります。仕事帰りに気
軽に足を運んでみてください。
【問合せ先】テレホンサービス（0892-21-2000）
、事務所（0892-21-0100）

施設休業・営業日変更等のお知らせ
【情報】〇面河ふるさとの駅 冬季休業（4 月再開）
〇姫鶴荘（四国カルスト）冬季休業（4 月再開）
〇国民宿舎石鎚・白石ロッジ（土小屋）冬季休業（4 月再開）
〇美川ふるさと市 冬季休業（3 月 15 日再開予定 8 時 30 分～15 時）
〇渓泉亭面河茶屋 冬季営業（3 月まで 土日のみ営業 11 時～16 時）
〇面河山岳博物館 冬季営業（3 月まで 土日祝日が休館日）
〇国民宿舎古岩屋荘 冬季営業（1 月、2 月は毎週水曜定休）
道路情報
（最新の情報は右記 HP 参照 http://www.skr.mlit.go.jp/road/info/）
※冬季は路面の積雪・凍結の恐れがありますので事前に情報をご確認ください。
石鎚スカイライン・・・冬季通行止め 災害復旧により 4 月以降も開通が遅れる見込み
町道瓶ヶ森線（高知県いの町）・・・冬季通行止め 4 月中旬頃までの予定
四国カルスト
県道 383 号（四国カルスト縦断線）・・・冬季通行止め（4 月上旬頃まで）

林道東津野城川線：久万高原西谷猪伏～高知県天狗高原
・・・災害のため通行止め（解除未定）
※冬季の四国カルストへのアクセスは高知県より国道 197 号線、東津野城川林道をご利用ください。
県道 328 号（久万高原町西谷 大川嶺）
・・・冬季通行止め（4 月上旬頃まで）
国道 494 号（東温市河之内）・・・時間帯通行止め（日は規制なし）

ガソリンスタンド日曜日当番
1月14日：山本石油

1月21日：今井石油

1月28日：倉橋石油

2月4日：山本石油

在宅当番医
1月14日：西本医院
2月 4日：久万高原町立病院

1月21日：吉村医院
2月11日：西本医院

発行元：久万高原町ふるさと創生課商工観光班(TEL0892-21-1111)

1月28日：うつのみや内科
2月12日：久万高原町立病院

