
申し込み先 問い合わせ先募集期限・期間持参品定員対象者参加費講師内容 ファクス

イベント情報7/8（土）10：00 ～ 12：30

四国中央市保健センター 2階

研修室

スクラブル大会

スクラブルとは 1948 年にアメリ
カで生まれた単語を作って得点を
競うボードゲームです。はじめに
ルール説明をしますので、初めて
の方も行えます。おひとりはもち
ろんペア参加も大歓迎！
ルシア・ジュ（市 CIR）、市 ALT
一般 400 円、会員 200 円（中学生
は保護者が SIFA 会員の場合、会
員価格で参加できます）
中学生以上（初心者～上級者）　
30 名（先着順）　　　　
7/6（木）まで
　市国際交流協会　28-6014

小雨
決行

7/16（日）16：00 ～ 21：00

（受付 15：00 ～）

新宮少年自然の家

夏祭り恋活～夏の思い出と共に～

男女浴衣着用（強制ではありませ
ん）の恋活イベント。夏祭りの雰
囲気の中、出店ゲームやフリータ
イムに楽しいお話をしましょう。
男性 5,000 円　女性 3,000 円
20 歳～ 45 歳の独身の方
※女性の浴衣着付けサービス利用
の方は、浴衣持参
男性 50 名　
女性 50 名
6/23（金）まで
ファクスまたは
QR コード
法皇青年会議所　
58-0899
58-4799

QR コードは
ここから♪

新宮あじさいまつり

6/25（日）10：00 ～　

新宮町上山　中野地区

国道 319 号沿い 雨天決行

（新宮 IC より車で約 20 分）

地元特産品の販売、バザーほか
観光交通課　28-6187

企画課　28-6005

各市の選りすぐりの食材を用いた
バーベキューを楽しみながら、素
敵な出会いを見つけませんか。
男性 2,500 円　女性 2,000 円
20 歳～ 39 歳の独身の方
男性 15 名　女性 15 名 
6/12（月）まで（必着）
応募項目を記入し、応募アドレス
へメールで申し込み（申し込み多
数の場合は抽選）

7/1（土）11：30 ～ 15：00

（受付 11：00 ～）

森と湖畔の公園

■応募項目
イベント名「四国まんなか de 愛イ
ベント」、郵便番号、住所、氏名（ふ
りがな）、性別、年齢、携帯電話番
号、職業、メールアドレス
■応募アドレス
man-naka@city.shikokuchuo.
ehime.jp
※えひめ結婚支援センターのホー
ムページからも申し込みできます

四国まんなか（四国中央市・三好市・
観音寺市）de 愛イベント in 四国中
央市 ～恋するＢＢＱパーティー～ 

津軽民謡メドレー ほか
霧の森交湯～館　72-2611

6/25（日）14：00～

霧の森交湯～館

「村上三絃道」
津軽三味線演奏会

無 料

嶺南あじさい観賞会

6/25（日）10：00 ～

下長瀬あじさい公園

各種バザー、カラオケ大会、
木工製品の販売　など

嶺南公民館　28-6069

雨天決行

※市役所～会場間で送迎バスを運行
します（要予約）

7/9（日）14：00 キックオフ

スカイフィールド富郷

JFL2nd　第 1節

VS 栃木ウーヴァ FC

岡田オーナー率いる FC 今治がやってくる

FC 今治公式戦

FC 今治　0898-31-8701

チケット情報（全席自由）
大人 1,000 円、小人 500 円
（当日券 300 円増）
※未就学児童は無料

伊予三島運動公園体育館、川之江
体育館、ローソンチケット（Lコー
ド：63018）で販売中



7/9（日）9：00 ～ 12：00

JA うま富郷出張所集合

お茶摘み体験 in 富郷

茶摘み、番茶作り、こんにゃく
作り体験、昼食付き（希望者）
1,500 円（1組 5名まで）
20 組（電話受付順）
JA うま総合経済センター　
24-2311

市内で活躍している美術芸術作家
の作品約 40 点を展示

6/11（日）～ 7/9（日）

9：00 ～ 16：00

紙のまち資料館 3階　企画展示室

【休館日】月曜日、祝日の翌日

第 27 回　郷土の作家展

■手すき和紙体験
毎週／火・木・土・日曜日
13：00 ～ 16：00（受付 15：30 まで）

紙のまち資料館　28-6257

七夕まつり

7/1（土）14：00～

みしま児童センター

笹飾り作り、七夕のお話
みしま児童センター　28-6072

石川憲二　癒しの水彩画展

6/3（土）～ 7/17（月・祝）

霧の森ギャラリー

（菓子工房新宮本店 2階）

霧の森　0570-07-3111

第 10 回ピットゥーラの会油絵展

6/10（土）～ 6/25（日）

2階　ギャラリー

市内油絵教室の生徒作品展　
かわのえ高原ふるさと館　
28-6260

高原ふるさと館 6 月の展示

【休館日】月曜日、祝日の翌日

無 料

7/2（日）14：00 ～（開場 13：30）

市民会館川之江会館

チケット市内先行販売
6/6（火）～
文化振興課、川之江庁舎 1 階、土
居文化会館（ユーホール）、明屋
書店（川之江店）
6/7（水）～
伊予三島運動公園体育館、川之江
体育館

一般プレイガイド前売り販売
6/13（火）～
明屋書店（MEGA 西の土居店・新居
浜松木店・川東店）、ローソンチ
ケット（Lコード：61866）

第 108 回四国中央ふれあい大学講座

原　晋
すすむ

　講演会

フツ―の会社員だった僕が、青山
学院大学を箱根駅伝優勝に導いた
47 の言葉
一般 1,000 円、高校生以下 500 円

（当日券 500 円増）
※全席自由、未就学児童は入場不
可、また年間パスポートをお持ち
の方は、青色のチケットで入場可

四国中央ふれあい大学事務局
（文化振興課内）28-6043

青山学院大学 陸上競技部 長距離ブロック監督

カナダ料理教室

6/23（金）18：30 ～ 20：30

四国中央市保健センター 2階　

栄養指導室

カナダの「プーティーン」、
「トマトクリームスープ」、
「ブラウニー」を作ります。
ブレイデン・マーレー（市 ALT）
一般 1,000 円、会員 500 円　
高校生以上　　　
30 名（先着順）　　　　
6/15（木）まで
　市国際交流協会　28-6014

ほっとひといきみかんカフェ

6/11（日）10：00 ～ 12：00

愛美会 山田井の郷 1階　

地域交流ホール

認知症の相談など、今後の暮らし
へつなげるお手伝いをします
10 名程度
グループホームいしかわ
58-0065

HITO サロン（がんを語らう）

6/5（月）14：00 ～ 15：00

HITO 病院 10 階　談話室

がん患者・家族同士の交流会
15 名程度
HITO 病院　がん診療チーム
29-5320

石川ヘルスケアグループの催し

乳児保育所こども村　56-1310

と き ところ 内容や対象者
6/ 6（火） 妻鳥保育園 0歳児主体
6/ 8（木）川之江児童館 1・2歳児主体
6/ 9（金）川之江体育館 自由遊び主体
6/20（火）川之江図書館 おはなし主体
7/ 4（火）妻鳥保育園 0歳児主体

無 料親子ふれあいあそび

体操や手遊び、育児相談
※申し込み不要、誰でも参加できます

10：00 ～ 11：30

無 料

無 料


