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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

きかんしゃトーマスファミリーミュージカル

「ソドー島のたからもの」　要申込要申込

3/20（日）【1部】11：30 ～（11：00 開場）　【2部】14：00 ～（13：30 開場）

しこちゅ～ホール（市民文化ホール）大ホール

トーマスとパーシーがテレビから飛び出してステージを駆け巡る！映像
も駆使したオリジナルストーリーのファミリーミュージカル！！ 
2,000 円（当日 2,500 円）、小学生以下 1,000 円（当日 1,500 円）

　しこちゅ～ホール
（市民文化ホール）59-4510

※全席指定
※ 2 歳以下無料（保護者 1 名につき
1 名までひざ上での鑑賞無料。席が
必要であれば有料）

友の会先行販売

2/10（木）10：00 ～しこちゅ～ホール（市民文化ホール）
一般前売り販売

2/18（金）～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：63030）

MONGOL800　-etc.works- 

TOUR 2022　要申込要申込

4/23（土）17：30 ～（16：30 開場）

しこちゅ～ホール（市民文化ホール）

大ホール

友の会先行販売

2/12（土）10：00 ～しこちゅ～ホー
ル（市民文化ホール）
一般前売り販売

2/19（土）～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：63057）

4 年振りとなる本ツアーは、ライ
ブでの再現が難しかった楽曲を含
む「etc.works」シリーズ全 3 枚
の収録曲からファン投票でセット
リストを決定 !!
6,600 円（当日 7,100 円）
友の会会員6,100円（当日6,600円）

　しこちゅ～ホール（市民文化
ホール）59-4510

※全席指定
※ 5 歳以下無料（保護者 1 名につき
1 名までひざ上での鑑賞無料。席が
必要であれば有料）

東京スカパラダイスオーケストラ TOUR 2022

「BEST OF LUCK」　要申込要申込

友の会先行販売

2/26（土）10：00 ～しこちゅ～ホール（市民文化ホール）
一般前売り販売

3/ 5（土）10：00 ～しこちゅ～ホール（市民文化ホール）
※予定枚数販売しだい、終了

5/29（日）18：00 ～（17：15 開場）しこちゅ～ホール（市民文化ホール）大ホール

デビュー 33 周年を迎える東京スカ
パラダイスオーケストラ！スカパ
ラ流のハッピー＆ポジティブなラ
イブで会場を幸せでいっぱいにし
ます！
8,000 円（当日 8,500 円）
友の会会員7,500円（当日8,000円）

　しこちゅ～ホール
（市民文化ホール）59-4510

※全席指定、未就学児入場不可

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、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。　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〇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イベントの

　中止や規模を縮小するなどの対策を講じる場合があります。　中止や規模を縮小するなどの対策を講じる場合があります。

〇詳しくは、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。〇詳しくは、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。

©2022 Gullane(Thomas) Limited.



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

3/12（土） 10：00 ～（約 3時間）

集合場所　霧の森第 1駐車場

春の訪れを感じながら、ガイドの
案内で「土佐街道」を歩きません
か！ウォーキング後に「霧の森レ
ストラン」でいただく昼食も人気
です♪
小学生以上（小学生は保護者同伴）
8名（最少催行人数 2名）
3/9（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

四国中央市福祉なんでも

相談会　無料無料

3/21（月・祝） 13：00 ～ 15:00

しこちゅ～ホール（市民文化ホール）

障がいがある、もしくはあるかも
しれないというご本人・ご家族な
ど、どなたでも相談できます。
norikoハートフルミニコンサート
や、福祉サービス事業所による物
品販売なども開催します！

Zoom によるオンライン相談！

（要予約）

2/18（金）まで
オンライン相談のみ事前予約が必
要です。件名に「オンライン相談
希望」と記載のうえ、氏名、電話
番号、メールアドレスを明記し、
Ｅメールで予約してください。
online.nandemosoudan@gmail.com

イベントに関すること
生活福祉課　28-6023
オンライン相談に関すること
市基幹相談支援センター　28-6154

※詳細は、市ホームペー
ジをご覧いただくか、
お問い合わせください

上記メールアドレスの
送信フォームはこちら▶

            しこちゅ～
紙と神の物語　要申込要申込

2/26（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（小学生は保護者同伴）
8名（最少催行人数 2名）
2/22（火）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

暁雨館の催し　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

　　暁雨館　28-6325

庭を愛でる　
～日本茶インストラクターとお茶を

楽しみながら～

3/5（土）　9：00 開館

1回目　 9：30 ～

2 回目　10：45 ～

江戸時代から続く暁雨館の庭園を
眺めながら、その歴史や見どころ、
お茶を楽しみます。
各回 8名（先着順）
2/10（木）9：00 ～

（1団体 3名まで）
500 円（新宮茶飲み比べ・2 種類
コース）
石川安代さん（霧の森日本茶イン
ストラクター）

【特典】
路線バス回数券、温浴施設当日
利用券、特製タオルを贈呈

【片道運賃の参考】
三島駅前～霧の森　890 円
上分～霧の森　720 円
【行き】
三島駅前 7：43 発、上分 7：59 発、
新宮 8：30 着（新宮止まりにつ
き、霧の森まで別途送迎）
【帰り】
霧の森 15：35 発、上分 16：14 着、
三島駅前 16：30 着

路線バスで参加しよう

ガイドと歩く四国・参勤交代の
道に参加する中学生以上の方
8名

3/9（水）17：00 まで
市観光協会への申し込み時に、
路線バスを利用する旨を伝えて
ください。後ほど詳細をご連絡
します。
観光交通課　28-6187

※回数券は、行きの運賃支払いに
は使用できません



第 34 回紙講座生徒作品展（後期）

～紙と学びが出会う場所～

2/27（日）～ 4/3（日）

3階　企画展示室

【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

当館が実施している紙講座（6講座）
のうち「水引細工、紙バンド手
芸、書道」の受講者が一年間学ん
だ成果約 100 点を発表展示します。

手漉き和紙体験実施中！

毎週火・木・土・日曜日

13：00～ 16：00（受付 15：30 まで）

第 26 回市長杯～西日本将棋最強戦～

朝日 S-1 グランプリ 2022

3/20（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

今泉健司  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

四国中央少年少女合唱団

第 53回定期演奏会　無料無料

【主な演奏曲】
ひらり、歌いつぐ日本のわらべ歌、
ヒットソング「今・昔」、たいよう
のサンバなど
四国中央少年少女合唱団
74-3700（大西）

3/6（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

ステップアップ教室「美
み が く

学」
参加者募集！！

2/18（金）15：00 ～ 16:30 の間いつ
でも（所要時間 30 分程度）

天満公民館 28-6360

企画展「覚醒！？宇摩の

地域意識ｰ描かれ記録され

た近世宇摩の姿-」  無料無料

5/31（火） 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 -

【休館日】毎週月曜日、祝日の翌日

江戸時代を軸に絵地図や地誌類を
テーマとして、描かれ記録された
宇摩の一端をご紹介します。

歴史考古博物館
-高原ミュージアム -　28-6260

▲地誌（新長谷寺より望む）

10：00 ～ 11：00

とき ところ 内容・対象

3/14（金）金生公民館 0歳児主体

3/18（火）川之江図書館 おはなし主体

3/10（木）川之江ふれあい
交流センター 1・2歳児主体

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
　2/21（月）9：00 ～（定員あり）
　　乳児保育所こども村　56-1310

カノン健康うたごえ広場
無料無料

2/20（日）14：00 ～ 15:30　

川之江ふれあい交流センター大会議室

昭和歌謡・フォークソングなど懐
かしい、あの曲この曲を一緒に口
ずさんでみませんか？
市内在住の 65 歳以上の方
NPO 法人カノン
090-6286-8490（寳利）

凸凹バンド参加者募集
無料無料

3/5（土）19：30 ～ 20:30　

中之庄公民館

からだや心に障がいがある人、
学校に行きづらい人、心がしんど
い人…みんなで一緒に「音あそび
♪」しませんか?
凸凹バンドは、いろんな個性を持っ
た人たちが、音楽を通じて自己表
現ができ、一人ひとりの気持ちや
特性を尊重しながら、自由に音楽
を楽しむための演奏体験ができる
活動を行っています。
小学校高学年以上（大人の方も
参加できます）
NPO 法人カノン
090-6286-8490（寳利）

飾り巻き寿司作り
（丸や三角の海苔巻きでおひなさ
まを作ります）
2/15（火）まで
300 円


