
土居文化会館生きがい
講座「ライフデザイン」
発表会・作品展　　無料無料

発表会

3/14（日）10：00 ～

ユーホール（土居文化会館）

コラボで和音講座、太極拳講座、
気功講座が出演します。

作品展

3/14（日）～ 3/20（土・祝）

9：00 ～ 21：30　※月曜日は休館

（初日 10：00 ～、最終日 15：00 まで）

ユーホール（土居文化会館）

野菜ソムリエの手ごねパンでラン
チ教室講座、野菜ソムリエの旬の
料理教室講座、おかしとサンド
イッチの教室講座、楽しい陶芸講
座、切り絵講座、クラフトバンド
（紙バンド）講座、誰でも楽しめ
る盆栽講座から出展します。

ユーホール（土居文化会館）
28-6353

※過去の受講生の出展もあります

しこちゅ～まんなかフェス
3/20（土・祝）、3/21（日）　9：00 ～ 18：00

四国遍路展
～遍路の見た風景～
　　　　　　　　　　　無料　　　　　　　　　　　無料

3/20（土・祝）、3/21（日）

9：00 ～ 18：00

1 階展示室

「四国八十八箇所霊場と遍路道」
の世界遺産登録に向けた取り組み
紹介として、四国遍路に関する展
覧会（写真展）を開催します。

しこちゅ～ホール（市民文化ホール）　59-4510場

マルシェ

3/20（土・祝）、3/21（日）

10：00 ～ 16：00

みどりの広場

飲食や雑貨など20店舗が出店します。
※雨天時は館内で開催
※テイクアウト販売のみ

ＥＶＥＮＴ情報ＥＶＥＮＴ情報ＥＶＥＮＴ情報
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備考

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。

絵画グループあいあい

2021 年　春のあいあい展

3/13（土）～ 3/27（土）

9：00 ～ 21：30

（初日 12：00 ～、最終日 12：00 まで )

【休館日】毎週月曜日、祝日の翌日

　ユーホール（土居文化会館）

　28-6353

ユーホールロビー展
　　　　　　　　　　　無料　　　　　　　　　　　無料

第 25 回市長杯～西日本将棋最強戦～

朝日 S-1 グランプリ 2021

3/28（日）10：00 ～（受付 9：00 ～）

ユーホール（土居文化会館）2階

大会議室ほか

特別招待ゲスト 島本　亮  五段

一般の部（トーナメント方式）

S-1（3 段以上または希望者）
A級（初段・2段）
B級（1級以下）
こどもの部（中学生以下、リーグ戦）

A 級（有段者または希望者）
B級（1級～ 5級）
C級（6級以下）
D級（初心者）
一般 2,000 円
女性・高校生 1,500 円
小・中学生 1,200 円

日本将棋連盟十八歩支部
74-7778（苅田）

※昼食付き

3/28（日）10：30 ～（10：00 開場）

しこちゅ～ホール（市民文化ホール）

大ホール

第 22 回スタジオミュー
ダンスステージ発表会

川之江高校演劇部による演劇上演

「憂
ゆうあい

哀」　　無料・全席自由　　無料・全席自由

3/20（土・祝）

14：00（13：30 開場）

15：30（15：00 開場）

大ホール

「幸福は求めない、普通に憧れてるだ
け」。いつも一緒の蕾

つぼみ

と咲
さ く ら

良。明るく、
いつも笑顔な2人。似た者同士に見
えるが…何かが違う。ある事をきっ
かけに蕾と咲良をつないでいた糸が
切れてしまう。トリックアート展　要申込要申込

500 円（3歳以下無料）
しこちゅ～ホール・ユーホールで
チケット好評発売中です。

※詳しくは、広報 2月号をご覧くだ
さい

3/15（月）～ 21（日）9：30 ～ 18：00

※ 16（火）は休館日

小ホール

ハーモニカコンサート
　　　　　　　　　無料無料

4/4（日） 13：00 ～（12：30 開場）

しこちゅ～ホール （市民文化ホール）

大ホール

四国中央・新居浜地区のハーモニ
カ愛好家が一堂に集い大小アンサ
ンブル・独奏など素晴らしいハー
モニカの音色をお楽しみくださ
い。
080-3165-3636　（津野）

キッズダンス、ヒップホップ、ジャ
ズダンス、バレエ
1,000 円
スタジオミュー　57-1236



10：00 ～ 11：00

とき ところ 内容・対象

4/ 8（木）川之江ふれあい交流センター 1・2歳児主体

4/ 9（金）川之江体育館 自由遊び主体

4/13（火）金生公民館 0歳児主体

4/14（水）乳児保育所こども村 おはなし主体

親子ふれあいあそび
　　　　　　　無料・　　　　　　　無料・要申込要申込

体操や手遊び、育児相談
3/23（火）9：00 ～（定員あり）
乳児保育所こども村　56-1310

英語カフェ③　　要申込要申込

3/21（日） 15：00 ～ 16：30

保健センター 1階　集団指導検診室

カジュアルな雰囲気で自由な話題
を英語で話しませんか。
高校生以上
12名
3/12（金）まで
一般600円、会員300円
ダニエル・クルーズ（市 CIR）、市
ALTなど
　市国際交流協会　28-6014

琴、篠笛などによる演奏会（雨
天時は公民館内で開催）。終了後、
希望者で桜の道を散歩します（雨
天中止）。

関川公民館 28-6363

生地を伸ばして、材料をのせ、オー
ブンで焼くだけ！
（直径約 18 センチ× 2枚分）
3/9（火）まで
300円
上記受付時間内に、材料をお渡し
します。

天満公民館 28-6360

歴博まちあるき
-かわのえお城下編 - 要申込要申込

3/21（日） 9：00 ～ ( 約 3 時間 )

集合場所：

歴史考古博物館 -高原ミュージアム -

当館学芸員の案内で、川之江陣屋
を中心にした町割りやゆかりのあ
る建造物などをめぐります。
小学生以下は保護者同伴
15 名（先着順）
3/10（水）9：00 ～ 3/17（水）
17：00 まで（定員になりしだい
締め切ります）
100 円
　歴史考古博物館
-高原ミュージアム -　28-6260

令和2年度

川之江ふれあい交流センター

油絵講座生作品展 無料無料

3/6（土）～ 3/21（日）

9：00 ～ 18：00　（最終日 16：00 まで）

川之江ふれあい交流センター 2階

ギャラリー展示室

谷　晶子さんの指導の下に、講座
生の個性が豊かに表現された作品
展です。
58-2777　（谷）

企画展「宇摩の祈り -
あんなかたち・こんな
カタチ-」          無料無料

5/16（日） まで　9：00 ～ 17：00

（最終入館時刻 16：30）

歴史考古博物館 - 高原ミュージアム -

特別展示室

※毎週月曜日、3/23（火）、4/30（金）、

5/6（木）、5/7（金）は休館日

中・四国内では本市にのみ現存が
確認されている「円

えんくうぶつ

空仏」などを
通じて、宇摩にまつわるさまざま
な祈りの「形」をご紹介します。
歴史考古博物館
-高原ミュージアム -　28-6260

第 122 回
四国中央ふれあい大学講座

カノン♪ふぁみり～
コンサート 振替公演
　　　無料（整理券無料（整理券が必要）が必要）

4/24（土） 14：00 ～（13：30 開場）

しこちゅ～ホール（市民文化ホール）

大ホール

市内で音楽活動をしているカノン
が、ゲストにお天気キャスター木
原実さん &そらジローを迎え、歌
や音楽と共に防災について、クイ
ズやゲームを交えながら楽しく学
べる親子ふれあいステージをお届
けします。
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

整理券配布中
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）
※前日までに整理券がなくなった
場合、当日の配布はありません

第 4回　大カイグリ展

3/9（火）～ 4/4（日）

霧の森ふれあい館ギャラリー 2階

絵画教室「カイグリ」の生徒（幼
児・小学生・大人）が 1年間に制
作した作品を展示します。

【開館時間】10：00～ 17：00

【休館日】毎週月曜日（祝日の場合

は翌平日）

　72-3111

霧の森ギャラリー展
無料無料

桜の木のしたで
～花まつりコンサート～

3/28（日）13：00 ～

お家で楽しくクッキング
「フルーツピザ」

3/11（木）15：00 ～ 17：00


