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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。

〒 790-0497

四国中央市三島宮川 4-6-55
四国中央市教育委員会
四国中央ふれあい大学　宛

往信オモテ 返信ウラ

※何も書かない
　でください

抽選結果を印刷して
ご返送します。

返信オモテ 往信ウラ

〇〇〇-〇〇〇〇

申込者の

　郵便番号

　住所

　氏名

①氏名

②住所

③電話番号

④希望枚数※最大２枚
（車いす席希望の場合
はその旨）

※未就学児入場不可
※応募は一人１枚のみ
※応募多数の場合は抽選のうえ、当
選者には引換券を、落選者にはその
旨の通知をお送りします
※詳しくは、お問い合わせください
　　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

11/13( 土 )17：00 ～（開場 16：30）

暁雨館

100 名（事前抽選制）
8/31（火）まで（消印有効）
郵便往復はがき（私製はがきを除
く）にてお申し込みください。
5,000 円

第 127 回四国中央ふれあい大学講座

加藤登紀子トーク＆ライブ

【開館時間】9：00～ 16：00

【休館日】毎週月曜日、祝日の翌日〔8/10（火）〕　28-6257

夏休み手漉き体験特別月間

8/1（日）～ 8/31（火）の期間中は毎日実施します（休

館日を除く）。13：00 ～ 16：00（受付 15：30 まで）

紙のまち資料館の催し

【開館時間】10：00～ 17：00

72-3111

夏休み特別企画「世界の昆虫展」

8/31（火）まで

霧の森ふれあい館ギャラリー

世界の珍しいカブトムシ、クワガ
タ大集合！虫当てクイズも！

霧の森ギャラリー展

入場無料入場無料

歴史考古博物館

-高原ミュージアム -の催し
無料無料

【開館時間】9：00～ 17：00

【休館日】毎週月曜日、祝日の翌日

28-6260

土器洗い体験

8/7（土）、8/21（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）
各回とも前日まで

企画展「カタチが変わる - 型式学

の世界 -」

11/14（日）まで

〔8/17（火）と 10/5（火）に展示を

一部更新予定〕

9：00 ～ 17：00（最終入館 16：30）

1,500 円（当日 2,000 円）、高校生
以下 1,000 円（当日 1,500 円）

ユーホール
（土居文化会館）
28-6353

10/31（日） 16：00 ～（開場 15：15）

ユーホール（土居文化会館）

宝くじ文化公演

EBIKEN THE ENTERTAINMENT

出演者　蛯名健一（EBIKEN)
※宝くじの助成により特別料金と
なっています
※全席指定
※未就学児入場不可
前売り販売

8/17（火）～ユーホール（土居文化
会館）、地域振興課（市役所 3階）
8/18（水）～しこちゅ～ホール（市
民文化ホール）

友の会先行販売

8/25（水）10：00 ～しこちゅ～ホール（市民文化ホール）
一般前売り販売

9/ 1（水）～しこちゅ～ホール（市民文化ホール）、ユー
ホール（土居文化会館）、明屋書店川之江店、ミュージッ
クセンターオオサカヤ川之江店、フジグラン川之江、観
音寺ハイスタッフホール
一般プレイガイド販売

ローソンチケット（Lコード：61707）

優秀映画鑑賞推進事業

溝口健二が描く女性たち・残酷と美学

10/3（日） しこちゅ～ホール（市民文化ホール）大ホール

世界に名立たる巨匠・溝口健二監督の傑作 4 作品を 35
ミリフィルムで上映します！
①浪華悲歌　 　 9：30 ～（ 9：00 開場）
②西鶴一代女　 11：30 ～（11：00 開場）
③雨月物語　 　14：30 ～（14：00 開場）
④山椒大夫　 　17：00 ～（16：30 開場）
1作品 400 円（当日 500 円）
しこちゅ～ホール（市民文化ホール）59-4510

9/18（土） 13：30 ～（開場 12：45）

しこちゅ～ホール（市民文化ホール）

大ホール

古舘伊知郎

トーキングブルース 2021

初の全国ツアー開催！衝撃の喋り
を目撃せよ！
5,000 円（当日 5,500 円）

Four-C 事務局
74-3618

※全席指定

前売り販売

販売中　しこちゅ～ホール（市民文
化ホール）、Four-C 事務局、チケッ
トぴあ、明屋書店川之江店、観音
寺ハイスタッフホール

YAMAZIKAZE （ヤマジカゼ）MUSIC FES 2021

IN SHIKOCHU HALL

DAY2 ROCK NIGHT 

8/29（日） 15：00 ～（14：30 開場）　

しこちゅ～ホール（市民文化ホール）小ホール

出演者 ガガガ SP/ 古墳シスターズ /ライヒ /暴レ猿 /楓
2,000 円（当日 2,500 円）

DAY1 ROCK NIGHT 

8/28（土） 13：00 ～（12：30 開場）　

しこちゅ～ホール（市民文化ホール）小ホール

2,000 円（当日 2,500 円）
出演者 Cubic/RED FOX/Volks/L（エル）/モンキーバナナ

第 2 回「ピアノリレーコンサート」出演者募集 
要申込・要申込・無料無料

9/12（日 )9：00 ～ 17：00

しこちゅ～ホール（市民文化ホール）大ホール

しこちゅ～ホールのフルコンサートグランドピアノ
（ヤマハ CFX、スタインウェイピアノ D-274）を演奏し
てみませんか！
ピアノを演奏できる個人、またはピアノ奏者を含むグ
ループ（5名以内）
8/25（水）まで（必着）
申込書に必要事項を記入のうえ、郵送または直接しこ
ちゅ～ホールへ提出してください。

　しこちゅ～ホール（市民文化ホール）59-4510

※詳しくは、しこちゅ～ホールのホームページ
をご覧いただくか、お問い合わせください

四国中央市民吹奏楽団

第 30 回定期演奏会

8/22( 日 )14：00 ～（13：30 開場）

しこちゅ～ホール（市民文化ホール）

大ホール

500 円（中学生以下無料）※当日
券あり
　四国中央市民吹奏楽団（平田）
070-8423-1812

ゲスト　三島東中学校吹奏楽部
司  会　らくさぶろう

観月会　　要申込・要申込・無料無料

9/21（火）・9/22（水）

暁雨館（開場 17：10　閉場 20：15）

※事前申込者以外入場できません

お茶席（要申込）18：00～ 20：00
21 日、22 日：石川宗英社中
各日 40 名（抽選）
演奏会（要申込）
21 日：19：00 ～ 19：40
篠笛の調べ～心呼吸で奏でる笛の
音～（阿部一成さん）
22 日：19：30 ～ 20：00
口笛コンサート（田所　敦さん）
各日 50 名（抽選） 
8/29（日）まで（1団体 3名まで）
　暁雨館　28-6325

8/29( 日 )14：00 ～ 15：00　三島図書館 2階

レッツ・リード・イングリッシュ
無料・要申込無料・要申込

体を動かして、歌・読み聞かせを楽しもう！
3歳～小学校 3年生
5組程度
8/26（木）まで
ダニエル・クルーズ（市 CIR)
　市国際交流協会（地域振興課内）28-6014

ヤマジカゼミュージックフェス実行委員会　090-1007-5150
しこちゅ～ホール（市民文化ホール）59-4510

DAY3 JAZZ FESTIVAL

9/5（日） 14：30 ～（14：00 開場）　

しこちゅ～ホール（市民文化ホール）大ホール

出演者　臼井優子 ( 四国中央市出身）/ 栗田敬子トリオ /
Crash Jazz Orchestra

3,000 円（当日 3,500 円）
友の会会員 2,700 円（当日 3,200 円）
高校生以下 1,500 円（当日 2,000 円）

友の会先行販売

8/ 4（水） 10：00 ～しこちゅ～ホール（市民文化ホール）
一般前売り販売

8/11（水）～しこちゅ～ホール（市民文化ホール）、ユー
ホール（土居文化会館）、明屋書店川之江店、ミュージッ
クセンターオオサカヤ川之江店、フジグラン川之江、観
音寺ハイスタッフホール
一般プレイガイド販売

ローソンチケット（Lコード：61947）
※日程によって、チケット販売店舗が異なりま
す。詳しくは、しこちゅ～ホールのホームペー
ジをご覧いただくか、お問い合わせください

10：00 ～ 11：00

とき ところ 内容・対象

 9/ 2（木）川之江ふれあい
交流センター 1・2歳児主体

 9/ 7（火）金生公民館 0歳児主体

 9/14（火）川之江図書館 おはなし主体

 9/22（水）川之江体育館 自由遊び主体

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
　8/25（水）9：00 ～（定員あり）
　　乳児保育所こども村　56-1310


