
発熱・せきなどの症状があるときはイベントへの参加を控えましょう。またイベントに参加する際は、
マスクの着用など感染症対策をお願いします。状況によりイベントの中止や規模の縮小があります。

場所 期間 時間 対象者 定員 募集期限・期間参加費講師 問い合わせ先

しこちゅ～ホールしこちゅ～ホール

しこちゅ～ホール　59-4510

大ホール　　　　
11：30 ～（開場 10：45）
14：30 ～（開場 13：45）
友の会会員 2,700 円
一般 3,000 円
※全席指定。
　未就学児入場不可

ゲッターズ飯田　開運トークライブ
11

23

高橋里奈トーク付きリサイタル
～ピアノで奏でるロマンスの世界～

大ホール　　　　
14：00 ～（開場 13：00）
友の会会員 2,700 円（当日 3,200 円）
一般 3,000 円（当日 3,500 円）
高校生以下 1,500 円（当日 2,000 円）
※全席自由。
　未就学児入場不可

11
19

いいははいいはは
赤ちゃん赤ちゃん

　 未歩行の乳児　　　50 名（先着順）　　
　 9/20（火）～ 10/7（金）　
　　 子育て支援センター　28-6055

10/30（日）に伊予三島運動公園で開催される子育てフェスタ 2022 の
「赤ちゃんはいはいレース」の出場者を募集します。

大ホール
12：00 ～（開場 11：00）
16：00 ～（開場 15：00）
友の会会員 4,500 円（当日 5,000 円）
一般 5,000 円（当日 5,500 円）
※全席指定
※ 3 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。席が必要な場合は有料）

よしもと新喜劇 in しこちゅ～11
27

※写真はイメージです

ミュージカル
「クリスマス・キャロル」

大ホール
15：00 ～（開場 14：15）
友の会会員 4,500 円（当日 5,000 円）
一般 5,000 円（当日 5,500 円）
高校生以下 2,000 円（当日 2,500 円）
※全席指定。未就学児入場不可

12
4

助成：一般財団法人　地域創造

大ホール　　　　
14：00 ～（開場 13：30）
友の会会員 2,500 円（当日 3,000 円）
一般 3,000 円（当日 3,500 円）
※全席自由。
　未就学児入場不可

ウクライナの歌姫
ナターシャ・グジー　コンサート

10
13

友の会
先行

一般
前売

ナターシャ・グジー 9/ 9 9/16

高橋里奈リサイタル 9/ 7 9/14

ゲッターズ飯田 開運トークライブ 9/ 8 9/15

よしもと新喜劇 9/21 9/28

クリスマス・キャロル 9/ 7 9/14

「希望の大地」チャリティーツアー

申

チケット販売所などは、
しこちゅ～ホール
ホームページを
ご覧ください。

自主
事業

自主
事業

自主
事業

レースレース  出場者募集出場者募集



ユーホールユーホール

宝くじ文化公演
岸谷 香　KAORI PARADISE 2022

大ホール
16：00 ～（開場 15：15）
一般 2,500 円（当日 3,000 円）
高校生以下 1,500 円（当日 2,000 円）
※全席指定。未就学児入場不可
※前売りで完売の場合、当日券の販売はありません
宝くじの助成により、特別料金となっています
　　　　　　9/14（水）～
ユーホール、しこちゅ～ホール、管理課（市役所 3 階）
ユーホール　28-6353

11
20

紙のまち資料館 3 階　企画展示室
9/11（日）～ 10/9（日）
9：00 ～ 16：00
※休館日を除く
紙のまち資料館
　28-6257

米国と国連の切手
　　および米国の写真展

9
11 ～

切手や写真、クリスマスカードや
カレンダーなどを多数展示。

大ホール
14：30 ～（開場 14：00）
一般 2,000 円、学生 1,000 円
小学生以下無料　※全席自由
　高橋梢（ソプラノ）、曽我部智花（ピアノ）、
　宮下嘉彦（バリトン）、西山詩苑（テノール）
　　　　
ミュージックセンターオオサカヤ川之江店、
㈱ミヤザキ事務センター、明屋書店川之江店
※二次元コードからネット予約可能
090-8281-8790（高橋）

アトリウム
15：30 ～（開場 15：00）
一般 500 円、高校生以下 100 円
※チケットの販売はありません。
　当日、受付で料金をお支払いください
※全席自由
　久保真希（ピアノ）
ユーホール　28-6353

10
ニコニコおしゃべり
ワンコインコンサート in しこちゅ～

9

しこちゅ～オペラ Vol.2
それぞれの愛の ” カタチ ”18

9

スーパーカー展示
高級メダカすくい
フリーマーケット
キッチンカーなど
　　　　詳しくは→
宇摩自動車教習所
10：00 ～ 16：00
宇摩自動車教習所
　58-2949

交通安全オープンキャンパス

うまキャン 2022
9

25

ルミエール　ロビー（現地集合）
10：00 ～（約 3 時間）
小学生以上 ※小学生は保護者同伴
8 名（最少催行人数 2 名）
2,000 円（昼食・保険料など）
※感染症の影響により
　昼食中止の場合は 1,000 円
9/21（水）17：00 まで
市観光協会　77-5003

ガイドの案内で学ぶ
しこちゅ～ 紙と神の物語

9
24

フェラーリなど
30 台以上の
スーパーカーが大集合

キッチンカー
20 店舗以上！

自主
事業

自主
事業



暁雨館暁雨館

18：00 ～（開場 17：30）
100 名（事前抽選制）
5,000 円
※全席指定。未就学児入場不可
※当日券販売なし
9/30（金）まで

往復はがきの往信はがき裏面に
氏名・住所・電話番号・希望枚
数（最大 2 枚 ※車いす席希望
の場合はその旨）を、返信はが
き表面に応募者の住所・氏名を
記載し、以下へ送付ください。
　〒 799-0497
　　三島宮川 4-6-55
　　四国中央市役所内
　　四国中央ふれあい大学 宛
※官製はがきのみ受け付けます
文化・スポーツ振興課

（四国中央ふれあい大学事務局）
　28-6043

まちを行く
－富郷地区の秋景色編－

10：00 ～ 16：00（10：00 市役所発）
20 名（先着順）
1,000 円（昼食・保険料）
9/20（火）～ 9/30（金）
※参加費を事務局へ持参して
　申し込み完了（電話予約不可）
※キャンセル料は、
　10/4（火）から発生します
文化・スポーツ振興課

（四国中央ふれあい大学事務局）
　28-6043

秋の空気を感じながら、
バスで富郷ダムなどを巡ります。

しこちゅ～ホール
10：00 ～ 16：00
シトラスリボン from 四国中央市
　080-6375-3877（福濱）

だれもが暮らしやすい 
四国中央市をめざして

社会福祉大会との特別コラボ企画。
ワークショップやパネル展を行います。

１
10

正門前集合
9：00 ～ 12：30
小学生以上 ※小学生は保護者同伴

10 名（先着順）
100 円（保険料）
9/10（土）9：00 ～
　　飲み物、雨具
暁雨館　28-6325

一絃琴と二絃琴のルーツを訪ねて、
バスで関連地を巡ります。

12
23

ブナの活き水
（霧の森から高知方面へ車で 5 分）

9：30 ～ 10：30
10 名（先着順・要申込）
地域おこし協力隊　大廣将也
　28-6410（新宮公民館）

五感で整える
森林浴 × ヨガ

9
25

霧の森第 1 駐車場（現地集合）
10：00 ～（約 3 時間）
小学生以上 ※小学生は保護者同伴
8 名（最少催行人数 2 名）
2,000 円（昼食・保険料など）
※感染症の影響により
　昼食中止の場合は 1,000 円
10/5（水）17：00 まで
市観光協会　77-5003

ガイドと歩く
四国・参勤交代の道
～新宮町・霧の森界隈～8

10

7
10

10
29

おでかけ暁雨館大学
郷土ゆかりの楽器

四国中央ふれあい大学講座
タケカワユキヒデ
トーク＆ライブ

KIDS Brass
金管アンサンブルコンサート
ザ・ブラス

しこちゅ～ホール　大ホール
14：00 ～（開場 13：30）
KIDS Brass
Twitter DM よりお問い合わせください

9
25

四国中央いのちの講演会
命の授業
～ドリー夢メーカーと今を生きる～

川之江ふれあい交流センター
13：30 ～ 15：30（開場 13：00）
腰塚勇人　　
100 名
1,000 円（当日 1,200 円）
高校生以下無料（要申込）

川之江ワン＆オンリーの会　ほか
川之江ワン＆オンリーの会（脇）　
　56-5992　

9
23


