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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。

無料・無料・要申込要申込
みなとウォーキング＆ R

ローロー

ORO船
せん

見学

小雨決行1/9（日）8：15 ～受付

関川河川敷ふるさと広場

一般の部 /男子（高校生～ 44歳）・
男子（45歳～ 59歳）・男子（60歳
以上）・女子（高校生以上）

一般の部/男子・女子（中学生以上）

一般の部/男子・女子（中学生以上）
小学 5・6年生の部 /男子・女子
小学 3・4年生の部 /男子・女子
市内在住・小学 3年生以上
11/23（火・祝）17：00 まで

伊予三島運動公園体育館、川之江
体育館、各公民館に備え付け、ま
たは市スポーツ協会ホームページ
に掲載の参加申込書と参加料を添
えて下記まで申し込みください

（現金書留、郵便小為替でも可）。
一般 2,500 円、高校生 1,000 円、
小・中学生の部 300 円

　市スポーツ協会（伊予三島運動
公園体育館内）　28-6071
〒 799-0422　中之庄町 1665-1

10 ㎞

5 ㎞

3 ㎞

第 35 回新春やまじっこ
マラソン大会　　要申込要申込

※保険料を含む

第 17 回四国中央市産業祭＆第 24 回 JA うまグリーンフェスタ

ティッシュタワー（昨年の写真）ティッシュタワー（昨年の写真）

11/7（日）9：00 ～ 15：00

霧の森イベント広場

秋の味覚を満喫！第３回
霧の森秋の収穫祭　無料無料

新宮茶や秋の特産品の販売を行い
ます。なお、今年度は餅まきやマ
ルシェ、芸能イベントなどの催し
ものはありません。
霧の森　72-3111

第 24 回 JA うまグリーンフェスタ

11/20（土）、11/21（日） 

9：00 ～ 16：00

ジャジャうま市 (店頭）

〇特産品の地方発送
〇 11/21（日）産業祭終了後、農  
　産物展の展示品の即売会
JA うま総合企画部　24-3827

11/20（土）10：00 ～ 15：00

11/21（日）  9：00 ～ 13：00

伊予三島運動公園体育館屋内

屋外テント各種バザー及び催し物
は中止します。
ティッシュタワー、農作物展、紙
加工品展、赤石五葉松盆栽展、書
道パフォーマンス作品展、献血、農
林水産物の加工品販売（干し椎茸、
いりこ、お茶、木工品など）、就農
相談会

農業振興課　28-6323　　28-6126

※来場は、原則として市内在住の方
に限ります
※入り口で、代表者の方は来場者カー
ド（住所・氏名・連絡先など）のご
記入をお願いします。
※シャトルバスの運行はありません
※検温を行い、37.5℃以上の方は入
場できませんので、ご了承ください

11/21（日）  9：30 ～ 12：00 頃

（受付 9:00 ～）

解散時、お弁当を配布

港記念公園（三島金子）集合

※ファクス、Ｅメールの場合は、参
加者の住所、氏名、年齢、電話番号
を明記してください（様式自由）

※検温を行い、37.5℃以上の方は参
加できませんので、ご了承ください

全長約 3 ㎞を歩きます。地場産業
を支える「みなと」を歩いてみま
せんか。停泊中の RORO 船（貨物
専用のフェリー）内や物流倉庫内、
4 月に供用を開始したガントリー
クレーンなど、貴重な見学ができ
ます！ 

市内在住の小学生以上（小学生は
保護者同伴）
100 名
11/10（水）～ 11/15（月）

　港湾課　28-6036　　28-6189
kowan@city.shikokuchuo.ehime.
jp

※応募者が定員を超えた場合は抽選で
決定し、全員に結果をお知らせします

新型コロナウイルス感染症の影響により、規模を縮小して開催します

第 17 回四国中央市産業祭

※消印有効



12/19（日）9：00 ～（受付 8：20 ～）

アリーナ土居（土居総合体育館）

選手 5名（うち女性 2名以上）

選手 5名（うち女性 2名以上）

男子・女子　選手 5名

男子・女子　選手 5名

市内在住の方
12/8（水）まで
　伊予三島運動公園体育館　28-
6071　川之江体育館　28-6255

地区対抗の部

一般男女混合の部

小学 5・6年生の部

小学 4年生以下の部

第 17 回四国中央市
綱引き大会　　　要申込要申込

※各種目、1団体 1チームのみ参加可

しこちゅ～
紙と神の物語　　要申込要申込

11/27（土） 10：00 ～（約 3時間）

集合場所　ルミエール（三島中央）

ガイドの案内で興願寺、三島神社、
中通り商店街などを巡りながら、
本市の歴史を学びませんか！
小学生以上
8名（最少催行人数 2名）
11/24（水）17：00まで
2,000円（昼食、保険料など含む）

　市観光協会　77-5003

※新型コロナウイルス感染症の影響
で、昼食が中止になる場合があります。
昼食中止の場合は、参加費 1,000 円

NHK「民謡魂　ふるさとの
唄」公開収録観覧者募集
要申込・無料要申込・無料

12/26( 日 )18：00 ～（開場 17：00）

しこちゅ～ホール　大ホール

往信オモテ 返信ウラ

〒 790-8501

NHK 松山放送局
「民謡魂
　ふるさとの唄」　係

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

　名　　前

①郵便番号

②住所

③名前

④電話番号

⑤観覧希望人数
（２人まで）

※未就学児入場不可
※応募の際に提供いただいた個人情
報は、抽選結果の連絡のほか、NHK
では受信契約者情報との照合、受信
料のお願いに使用させていただく場
合があります
※応募多数の場合は抽選のうえ、当
選者には入場整理券を、落選者には
その旨の通知を 12/10（金）ごろに
お送りします　　
※詳しくは、お問い合わせください

NHK エンタープライズ四国
089-921-1181（土・日・祝日を除
く 10：00 ～ 18：00）

【司会】
城島　茂（TOKIO)
近藤泰郎アナウンサー
11/30（火）まで（必着）
郵便往復はがき（私製はがきを除
く）にて申し込みください。

　全国各地に脈々と息づく唄や郷土芸
能の数々を掘り起こし、ふるさとの
“知られざる魅力”を再発見する番組
です。

11

企画展「カタチが変わる
－型式学の世界ー」

《横穴式石室編》       無料無料
11/14（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 -

※毎週月曜日、11/4（木）は休館日

カタチの違いに着目した考古学の
研究方法を分かりやすくご紹介し
ます。型式クイズのイベントも常
時実施中。
歴史考古博物館
-高原ミュージアム -　28-6260

伊予水引金封協同組合と海外アー
ティストがコラボレーション！
詳しくは、二次元コードからホー
ムページをご覧ください。
えひめさんさん物語フォローアッ
プ協議会事務局（県東予地方局商
工観光課内）　0897-56-1300

えひめさんさん物語 ネクスト・さんさん

伊予水引 in 霧の森　
入場無料入場無料

11/3（水・祝）～ 11/28（日）

霧の森茶フェ～ゆるり～

英語カフェ④　　要申込要申込

11/13（土） 15：00 ～ 16：30

しこちゅ～ホール　会議室 1

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。誰でも参
加できます。
高校生以上
12名　
11/10（水）まで
一般600円、SIFA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

企画展連動イベント
歴博 里あるき
－博物館周辺の古墳編－　要申込要申込

11/13（土） 9：00～ 12：00(解説含む）

集合場所：

歴史考古博物館 -高原ミュージアム -

学芸員の案内で、金生川東岸地域
を中心に古墳をめぐります（宇摩
向山古墳、宝洞山１号墳など）。
小学生以下は保護者同伴
15 名程度（先着順）
11/10（水）12：00 まで（定員に
なりしだい締め切ります）
100 円（保険料）
傾斜地や未舗装の場所が含まれま
す。歩きやすい靴、汚れてもよい
服装でご参加ください。
　歴史考古博物館
-高原ミュージアム -　28-6260



11/27（土）～ 12/5（日）

9：00 ～ 17：00

※ 11/30（火）は休館

（初日 10：00 ～、最終日 16：00 まで）

しこちゅ～ホール（市民文化ホール）

第 70 回秋季県展
四国中央市移動展　無料無料

第 70 回秋季県展に入選した秀逸
な作品のうち、本市からの出品作
品を中心に展示します。
文化・スポーツ振興課　28-6043

12/5（日）① 10：00 ～ 12：00

　　　　　② 14：00 ～ 16：00

川之江ふれあい交流センター　調理室

グラハムクラッカーを使ってクリ
スマスの飾りにお菓子の家を作っ
てみませんか！
各6組（小学生以下は保護者同伴）
11/25（木）まで
一般1,000円、SIFA会員 500円
ダニエル・クルーズ（市CIR）
　市国際交流協会
28-6014

お菓子の家を作ろう！
要申込要申込

暁雨館屏風コレクション展
― 灯と闇をまとわせて ―
　　　　　　　入場無料入場無料

11/12（金）17：00 ～ 21：00

11/13（土）19：00 ～ 21：00

暁雨館ロビー

木造和風建築の暁雨館ロビーで、
江戸から明治・大正時代の屏風作
品を当時の明るさに近い雰囲気で
鑑賞します。
暁雨館　28-6325

暁雨館　庭園ライトアップ

300 年以上の歴史を持つ枯山水の
庭園が12、13日限定で幻想的にラ
イトアップされます。
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

水引でクリスマスの飾り
を作ろう　要申込・無料要申込・無料

12/18（土） 13：00 ～ 16：00

紙産業技術センター　研修室

20名　
12/3（金）必着
参加者全員の住所、氏名、電話番
号、小 ･中 ･高校生の場合は学年
を明記し、往復はがき、ファクス、
Ｅメールのいずれかでご応募くだ
さい。１度の応募で 4名までお申
し込みできます。

　紙産業技術センター　58-2144
58-2145　
〒 799-0113 妻鳥町乙 127
kami-cnt@pref.ehime.lg.jp

※ Eメールにてお申し込みの場合は、
必ず件名に「体験教室応募」と明記し
てください。明記されていない場合、
受け付けできないことがあります
※応募者が定員を超えた場合は抽選で
決定し、全員に結果をお知らせします

10：00 ～ 11：00

とき ところ 内容・対象

12/2（木）川之江ふれあい
交流センター 1・2歳児主体

12/3（金）金生公民館 0歳児主体

12/7（火）川之江図書館 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
　11/22（月）9：00 ～（定員あり）
　　乳児保育所こども村　56-1310

土居高等学校創立 120 周年記念
ふるさと土居・３人展　
　　　　　　入場無料入場無料

11/5（金）～ 11/10（水）

※ 11/10（水）は 14：00 まで

暁雨館

土居町に生を受け、母校で学んだ
絵画を職業や趣味として活動して
早や 60 年の友人 3人。母校創立
120 周年記念事業に協賛し、ふる
さとの皆さまのために展覧会を開
催します。

【出展者】
▶谷　晶子（S31年卒）画家　日展
会友　光風会会員　市文化協会副
会長　四国中央市在住
▶奥定一孝（S34年卒）画家　愛媛
大学名誉教授　松山市在住
▶矢野徹志（S34年卒）　画家　作
陶家　美術史家　砥部町文化協会
長　砥部町在住
暁雨館　28-6325

【開館時間】9：00～ 16：00

【休館日】毎週月曜日、祝日の翌日

　 28-6257

紙のまち資料館の催し
無料無料

四国中央現代アート展
－戦った 2020 －

11/7（日）～ 12/5（日）

3階　企画展示室

「戦った 2020」をテーマに、 地元
作家が、 新しい感覚で 5 人 5 様の
作品を壁面いっぱいに展開します。

手漉き和紙体験 (有料）実施中！

火・木・土・日曜日

13：00 ～ 16：00（受付 15：30 まで） 「夕映え」谷晶子


