
※全席指定

10/17（日）14：00 ～（13：00 開場）

しこちゅ～ホール（市民文化ホール）大ホール

瀬戸フィルハーモニー交響楽団　しこちゅ～公演

【休館日】毎週月曜日、祝日の翌日

　28-6353

文化協会土居写真クラブ

「夏期土居写真クラブロビー展」

9/15（水）まで

9：00 ～ 21：30

（最終日 16：00 まで）

ユーホールロビー展
入場無料入場無料

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

一般2,500円（当日3,000円）、高校生以下1,000円（当日1,500円）

友の会先行販売

9/ 8（水）10：00 ～
しこちゅ～ホール（市民文化ホール）
一般前売販売

9/15（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
※各店舗により販売開始時間は異なりますので、事前にご確認ください

※チケット販売は、市内在住の方を優先させていただきます

しこちゅ～ホール（市民文化ホール）59-4510

英語カフェ③　　要申込要申込

9/12（日）15：00 ～ 16：30

市役所市民交流棟 2階　会議室

　市国際交流協会 28-6014

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
9/10（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

手漉き和紙体験実施中！（有料）

火・木・土・日曜日

13：00 ～ 16：00（受付 15：30 まで）

紙のまち資料館の催し
無料無料

【開館時間】9：00 ～ 16：00

【休館日】毎週月曜日、祝日の翌日

　28-6257

井川莞
か ん じ

爾絵画展

-手漉き文化を今に伝える -

9/12（日）～ 10/10（日）

3階　企画展示室

日展・光風会・県展に出展した油
絵・水彩画など約 25 点を展示。

※未就学児入場不可

岩井柊弥選手 秋元陽太選手

愛媛 FC マッチシティ四国中央市

9/25（土）19：00 キックオフ

ニンジニアスタジアム（愛媛県総合運動公園）

愛媛 FC vs モンテディオ山形
チケットは、二次元コードからお申し込みください（J リー
グ ID の登録が必要）。
一般 1,000 円、高校生以下は無料（チケットの取得は必要）

　愛媛 FC では、県下 20 市町にそれ
ぞれ応援する選手を決めて、その市
町は決まった選手を応援する「1 市町
1 選手応援事業」を行っています。本
市の応援選手は MF の「岩井柊

しゅうや

弥選手
（13 番）」と GK の「秋元陽

よ う た

太選手（37
番）」です。みんなで応援しましょう！

市スポーツ協会事務局（伊予三島運動公園体育館内）
28-6071（火曜日休館）

※ B自由席料金
※市内在住の方限定の特別価格です

「ニコニコおしゃべり・ワンコインコンサート」
in しこちゅ～　　　　
～中秋の四国路を彩るソプラノの調べ～

9/25（土）15：30 ～（15：00 開場）

ユーホール（土居文化会館）

【曲目】
「まっかな秋」「赤とんぼ」「落葉松」
歌劇『リナルド』より「私を泣かせてください」
歌劇『清教徒』より「あなたの優しい声が」ほか
一般 500 円、高校生以下 100 円
（チケット販売はありません。当日、お支払いください）

※全席自由

ユーホール（土居文化会館）28-6353

太田尚見
（ソプラノ）

藤江圭子
（ピアノ）

出演者

SIFA ブッククラブ
要申込要申込

9/16、9/30、10/14、10/21、11/11

（木曜日・全 5回）

19：30 ～ 20：30

しこちゅ～ホール　和室

（座椅子あります）

　市国際交流協会 28-6014

一緒に分かりやすい短編（英語）
を読んで、話をしよう！
中級者以上
12 名（最少催行人数 5名）
9/10（金）まで
一般 4,000 円、会員 2,000 円
ジェイソン・ロックウッド（市
ALT）

伊予三島混声合唱団
第二回演奏会　　無料　　無料

9/26（日）13：30 ～（13：00 開場）

しこちゅ～ホール（市民文化ホール）

大ホール

【曲目】
「群青」「昭和歌謡メドレー」
「いのちの歌」ほか
伊予三島混声合唱団
090-3788-0968（村上）

親子ふれあいあそび
無料・要申込無料・要申込

体操や手遊び、育児相談
9/27（月）9：00 ～（定員あり）

とき ところ 内容・対象

10/ 5（火）妻鳥保育園 0歳児主体

10/ 7（木）川之江ふれあい
交流センター 1・2歳児主体

10/12（火）川之江図書館 おはなし主体

10/21（木）川之江体育館 自由遊び主体

10：00 ～ 11：00

　乳児保育所こども村
56-1310

しこちゅ～紙と神の物語　　要申込要申込

ガイドの案内で、紙の話・三島の歴史・本市の歴史を学びませんか？昼食
やおやつもあります。
8名（最少催行人数 2名）
9/22（水）17：00 まで
2,000 円（昼食、保険料など含む）

※新型コロナウイルス感染症の影響
により、昼食中止の場合は参加費
1,000 円

9/25（土）10：00 ～（約 3時間）

集合場所　ルミエール駐車場

　四国中央市観光協会　77-5003 この演奏会は、競輪の補助を受けて開催します。競輪の補助事業

新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、公共施設の利用制限やイ
ベントの中止などの対策を講じる場合があります。
詳しくは、市ホームページをご確認いただくか、お問い合わせください。



ガイドと歩く　四国・参勤交代の道
～新宮町霧の森界隈～　　　　　　　　　　　 要申込要申込

　四国中央市観光協会　77-5003

秋の空気を感じながら、ガイドの案内で新宮町に残る「土佐街道」を歩い
てみませんか？
8名（最少催行人数 2名）
10/6（水）17：00 まで
2,000 円（昼食、保険料など含む）

10/9（土）10：00 ～（約 3時間）

集合場所　霧の森第 1駐車場

※新型コロナウイルス感染症の影響
により、昼食中止の場合は参加費
1,000 円

四国中央ふれあい大学　情報発信事業　　
まちを行く -土居の隠れたパワースポット編 -　要申込要申込

　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

歴史の足跡を感じながら、市内の開運スポットを巡ります♪学びながら、
ご利益を得られるかも？おみやげ付き、お楽しみに！

10 名（先着順）
9/24（金）まで
1,000 円（昼食、保険料など含む）

※事務局へ参加費を持参いただくことにより申し込み完了です（電話予約不可）
※キャンセル料は 9/28（火）から発生します
※新型コロナウイルス感染症の状況により、人数、その他変更になる場合が
あります

10/1（金）9：30 ～ 14：30

集合場所　暁雨館前

行程（予定）

　 9：30　　暁雨館前　発
　 9：45　　お作池
　10：05　　日露戦没記念碑
　10：55　　天満神社
　12：00　　昼食
　13：30　　大川のクスノキ
　14：30　　暁雨館前　着

【開館時間】9：00 ～ 17：30

　　 0897-40-4100

県総合科学博物館の催し

小学生以上（小学生は保護者同伴、
保護者の申し込みも必要）
30 名
9/17（金）まで
50 円

自然観察会「秋の樹木ウォッチング」

10/2（土）13：30 ～ 16：30

※荒天時、中止

えひめこどもの城（松山市）

化石から分かる進化や太古の地球
環境、形の面白さや美しさなどの
化石の魅力を紹介します。
高校生以上 700 円
65 歳以上 600 円、小中学生 400 円

特別展「探検！化石の世界」

9/20（月・祝）まで

県総合科学博物館　企画展示室

※常設展観覧の場合は別料金

天体観望会「秋の星座と木星・土星」

10/9（土）

① 19：30 ～ 20：10

② 20：30 ～ 21：10

県総合科学博物館天文台、研修室

※悪天候時は研修室もしくはプラネ

タリウムで星の話をします

小学生以上で天候にかかわらず参
加可能な方（小学生は保護者同伴、
保護者の申し込みも必要）
各 8名
9/24（金）まで
50 円
友の会天文クラブ

※受講は1回のみです。希望時間（①
か②）を選んでください
※その他のイベントや講座などにつ
いては、県総合科学博物館のホーム
ページをご覧ください
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