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7/18（土）
■銭 Rock　12：00 ～ 16：00

　琴弾公園野外音楽堂
■ゼニガタライブ　17：00 ～ 21：30

　有明グラウンド特設やぐらステージ
■銭形やたい村　15：00 ～ 21：30 

7/19（日）
■銭形よさこい　13：00 ～ 20：30

　ＪＲ観音寺駅周辺商店街、
　琴弾八幡宮十王堂下、琴弾公園野外音楽堂
■銭形おどり＆イベント　有明グラウンド
○イベント 13：00 ～ 20：00 ○銭形おどり 20：00 ～ 21：00

■銭形花火　21：00 ～　有明浜沖から3,000 発打ち上げ
　※悪天候の場合は翌日に延期　

■銭形やたい村　13：00 ～ 21：30 

■銭形マルシェ 　9：00 ～　琴弾公園駐車場（琴弾荘横）

第50回かんおんじ銭形まつり（観音寺市） いけだ阿波おどり2015（三好市）
8/13（木）
■前夜祭　池田総合体育館
　三好市観光大使 北山たけしコンサート

　18：30 ～ 

　観光 4 連による阿波おどり 19：30 ～　    

　 中学生以上　1,000 円（当日 1,300 円）
　 小学生　　　　200 円（当日 200 円）
   三好市観光案内所　0120-404-344

8/14（金）～ 16（日）
■いけだ阿波おどり　19：00 ～ 22：30
　 ＪＲ阿波池田駅周辺
　 ※ゲスト　北山たけしさん（14 日）

いざ出陣！

戦国水鉄砲！「関川の戦い」

8/23（日）13：00 ～ 16：30

関川河川敷ふるさと広場

小学生による水鉄砲を使っ
ての陣取り合戦ゲーム
1人 300 円
小学生（1チーム 5名）
20 チーム（先着順）
8/3（月）まで

戦国水鉄砲実行委員会（土居町商工会内）74-5889
http://www.doi-s.jp

霧の森　72-3111　

7/25（土）～ 8/31（月）

霧の森ふれあい館　

霧の森ギャラリー夏休み特別企画展

世界の甲虫展
入場
無料

世界から珍しいカブト虫やクワガタがやってくる
よ！期間中は虫クイズを同時開催。抽選でクワガ
タなどの成虫をプレゼント！

※霧の高原では、夏休み期間中、カブトムシの
成虫やキーホルダーなどの販売を行います

県国際交流協会と一緒にチャレンジしてみよう

モビールでもっと世界をまなべーる！？

7/25（土）13：30 ～ 15：30

四国中央市保健センター

各講師の出身国に縁がある型を活用して、紙の
モビールを参加者とともに制作します
高
こう

　翼
よく

さん、徐
そ

　銀
うんじゅ

珠さん　ほか　
1組 500 円　
親子 20 組（要申し込み）
※はさみが使えること
はさみ、持ち帰り用紙袋
　市国際交流協会　28-6014

三好市観光案内所  0120-404-344
三好市観光課      0883-72-7620

かんおんじ銭形まつり実行委員会
(観音寺商工会議所内 )0875-25-3073



入館
無料

美
み ら い

来瑠
る か

花映画ポスターコレクション

なつかしの日本映画ポスター展

7/19（日）～ 9/6（日）9：00 ～ 16：00

紙のまち資料館 3階　企画展示室
［休館日／毎週月曜日、祝日の翌日 7/21( 火 )］

紙のまち資料館　28-6257

二度と来ない青春時代のあの頃へ
タイムスリップ。スターたちの懐
かしい映画ポスターを約 50点展示

音楽療法による参加型コンサートと実技研修

音楽療法ボランティア研修講座in愛媛

7/12（日）　① 10：00 ～ 12：00

           ② 14：00 ～ 16：00

妻鳥公民館

①音楽療法研修セミナー全体会
②パーカッション、アフリカンダンスなど
大人　　    各 2,000 円　①②両方 3,500 円
中高生      各 1,500 円　①②両方 2,500 円
幼・小学生  各 1,000 円　①②両方 1,500 円
  090-4339-8109（青木）　

今年もやります！

愛石のススメ展

7/5（日）～ 8/23（日）

9：00 ～ 17：00

※最終日は 15：00 まで

暁雨館　企画展示室
[休館日／月曜日、祝日の翌日 7/21( 火 )]

岩石鉱物の宝庫と言われる赤石山系・関川の豊
富な鉱物や奇石を紹介します。

暁雨館　28-6325

■小石に絵を描こう！

8/9（日）9：00 ～ 12：00　※無料・予約不要

岩石鉱物に親しむことを目的として、石をキャンバ
スにした絵を描きます。道具類は準備しています

あなたが大切にしている石、鑑定します！ 

8/9（日）9：00 ～ 12：00　※無料・予約不要

※金額を鑑定するものではありません

詳細やチケットの申し込みは、
右下のＱＲコードからどうぞ！

お話会やマルシェもあるよ♪

映画「うまれるずっといっしょ」上映会

7/12（日）12：00 ～ 16：20

市民会館川之江会館

詳細はここから♪→

２台のピアノコンサート

ぴゅあ・ふれんどドリームコンサート

8/1（土）開演 18：30（開場 18：00）

土居文化会館（ユーホール）

ピアノ独奏、ピアノ二重奏、
八手連弾、ソプラノ独唱、
クラリネット独奏　ほか
500 円（小学生以下無料）
ぴゅあ・ふれんど（佐藤）　28-8264

1 人 400 円
市内在住の小学生とその保護者
エプロン・三角巾・タオル・お茶
7/17（金）まで　※各日 25 人先着順
　教育総務課　学校給食係　28-6293

学校給食のパン工場でパンをつくってみよう

夏休み親子料理教室

7/27（月）、7/28（火）9：00 ～ 14：00

堤製パン（観音寺市豊浜町箕浦甲 2522-1）

7/26（日）14：00 ～ 16：30（受付 13：30 ～）

市民会館川之江会館 3階　大会議室

日本一の紙のまちについて学ぼう！

愛媛大学　公開講座 in 四国中央市

地域を知ろう、四国中央市を知ろう
宮﨑　修さん（愛媛大学紙産業イノベーション
　　　　　　　センター地域連携職員）
内村浩美さん（愛媛大学教授）
愛媛大学 COC 企画運営部事務局（重松）
089-927-8964       089-927-8820
coc@stu.ehime-u.ac.jp

8/23（日）開演 14：00（開場 13：30）

市民会館川之江会館

一般 2,000 円
高校生以下 1,000 円
（当日券 500 円増）
※全席自由。3歳以下は無料
（席が必要な場合は有料）、
なお、年間パスポートをお持ちの方は　
オレンジ色のチケットで入場できます

チケット市内先行販売：7/15（水）8:30 ～
文化振興課、川之江文化センター、土居文化会館

一般プレイガイド前売り販売：7/22（水）～
ローソンチケット（Lコード：69277）
※完売した場合は、当日券の販売はありません

ギョギョッとびっくり！おさかな教室

さかなクン　トークショー
夏場の血圧コントロールを考える

HITO 病院集団栄養教室
8/1（土）13：00 ～ 14：00

HITO 病院 3階　大会議室

降圧効果のあるジュースを試飲し、
高血圧予防の食事療法を学びます。
240 円
HITO 病院　栄養科　　29-5210

7/7（火）13：30 ～ 17：00

福祉会館 4階　多目的ホール

障害を持つ人たちを支えるネットワークつくり

講演会　「いきいき働く」をどう支えるか

障がい者雇用に関する講演会など
丸山泰弘さん（マルワ環境株式会社代表取締役）
生活福祉課　28-6023

体操や手遊び、育児相談をしています

親子ふれあいあそび（10:00 ～ 11：30） 

と き ところ 内容や対象者
7/ 2（木）川之江児童館 1・2歳児主体
7/ 3（金）新宮公民館 新宮あそびの広場
7/16（木）川之江保健センター 0歳児主体
7/28（火）川之江図書館 おはなし主体
8/ 5（水）新宮公民館 新宮あそびの広場

乳児保育所こども村　56-1310

第 6回市民ミュージカル

月の上のガラスの町

10/3（土）① 14：00 ～ 15：30

　　　　　② 19：00 ～ 20：30 

10/4（日）③ 14：00 ～ 15：30　　　

土居文化会館（ユーホール）

川之江町出身の古田足
た る ひ

日さんの作品が演劇に！
大人・小人共通　1,000 円（当日　1,200 円）

四国中央ふれあい大学（文化振興課内）28-6043
市民ミュージカル実行委員会　74-3618

夏の自然を楽しもう！

夏のネイチャーゲーム大会

7/18（土）9：00 ～ 11：30（受付 8：30 ～）

森と湖畔の公園（受付　中央広場）

雨天決行

野外で自然とふれあうゲームをしな
がら、夏の自然を感じて楽しみます。
家族連れ・大人・子ども
大人 300 円（高校生以上）　子ども 200 円
筆記用具、帽子、敷物、水筒、タオル、虫よけ、
バンダナ（大きめのハンカチ）
※雨天時は、雨がっぱ、長靴、傘
7/15（水）まで
〒 799-0401　村松町 600　西川弘之
　 akaboshisn@gmail.com
※はがきまたは Eメールに参加希望者全員の
住所、氏名、年齢、電話番号を明記。　
えひめ赤星シェアリングネイチャーの会
24-7551（石川）

四国中央ふれあい大学事務局
（文化振興課内）28-6043

※チケット販売開始 7/22（水）8：30 ～

■販売場所　

文化振興課、土居文化会館（ユーホール）、川之江
文化センター、三島図書館、川之江図書館

   information@suzuki-sizenyaku.com
  自然薬本舗　鈴木薬局　58-4309


