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8 月 15 日（火）
19：00 ～　踊り連の競演
20：00 ～　花火大会
※荒天時は 16 日（水）に順延
ところ：関川河川敷ふるさと広場
問い合わせ先　土居観光協会　74-8825
※詳細は 8月の新聞折り込みで！

土居夏まつり

湖水まつり
8 月 5 日（土）17：00 ～　
ところ：金砂湖畔公園
　　　　（柳瀬ダム金砂湖）
内容：各種バザー・花火大会など
問い合わせ先　水道総務課 28-6452
※詳細は 7月の新聞折り込みで！

みなと祭

かわのえ夏まつり花火大会
7 月 15 日（土）20：00 ～
※荒天時は 16 日（日）、
17 日（月・祝）まで順延
ところ：川之江港
問い合わせ先
川之江観光協会（観光交通課内）　28-6187
※詳細は 7月の新聞折り込みで！

7月 23 日（日）
17：30 ～　開会行事・オープニング
ところ：三島小学校グラウンド
18：30 ～　おどり大会
7月 24 日（月）
18：30 ～　ナイトバザール
ところ：伊予三島商店街
7月 25 日（火）
20：00 ～ 20：50　花火大会
※荒天時 26 日（水）に順延
ところ：三島港
■笹飾り展示
　駅前通り商店街　
　7月 19 日（水）～ 7月 26 日（水）
　新町商店街
　7月 19 日（水）～ 8月 17 日（木）
　問い合わせ先　三島観光協会
　　　　　　　　（観光交通課内）　28-6187
※詳細は 7月の新聞折り込みで！
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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

7/22（土）10：00 ～ 15：00

HITO 病院

医師体験のほかステージイベントや
緊急車輌展示、フードコートなど
HITO 病院　総務管理課　29-5633

HITOフェスタ

乳児保育所こども村　56-1310

と き ところ 内容や対象者
7/ 4（火） 妻鳥保育園 0歳児主体
7/ 6（木）川之江児童館 1・2歳児主体
7/18（火）川之江図書館 おはなし主体
8/ 3（木）川之江児童館 1・2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

NEWS 英会話①

8/1 ～ 9/12（毎週火曜日・全６回）

19：00 ～ 20：00

四国中央市保健センター 1階　

集団検診室（9/5 は、2階研修室）

新聞やテレビのニュースなどから
ピックアップして、英語で話そう
ルシア・ジュ（市 CIR）
一般 4,000 円、会員 2,000 円　
中級～   　　20 名   
7/31（月）まで
　市国際交流協会　28-6014

【休講日】8/15

かあねえことばとイラスト展

7/8（土）～ 7/30（日）

1階　企画展示室

川之江高校の生徒達がふるさとの
方言を楽しく表現します。　
かわのえ高原ふるさと館　
28-6260

高原ふるさと館 7 月の展示

無 料

【休館日】月曜日、祝日の翌日

第 13 回　愛石のススメ展

開催中～ 8/20（日）

9：00 ～ 17：00（最終日 15：00 まで）

暁雨館　企画展示室　

赤石山系の鉱物、奇石などを展示

無 料

■小石に絵を描こう！
8/6（日）9：00 ～ 12：00
※無料・予約不要
下駄箱の上に飾ったり夏休みの宿題
にどうですか。道具は準備します。
■石の鑑定コーナー
8/6（日）9：00 ～ 12：00
※無料・予約不要
大切にしている石、気になってい
る石をお持ちの方、鑑定します（金
額判定はしません）。参加者には
会員厳選の石をプレゼント！

暁雨館　28-6325

【休館日】月曜日、祝日の翌日

藤岡つよしさんが有名人を色紙に
描いたまんが似顔絵を展示

7/16（日）～ 9/3（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

まんが似顔絵 100 人展

無 料

■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

世界の昆虫展

7/15（土）～ 8/31（木）

霧の森ミニギャラリー

（霧の森ふれあい館）

無 料

世界から珍しいカブトム虫やクワ
ガタがやってくるよ！期間中は虫
あてクイズを同時開催。
霧の森　0570-07-3111

戦国水鉄砲！「関川の戦い」

8/27（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）
8/2（水）まで
戦国水鉄砲実行委員会（土居町商
工会青年部）74-5889
http://www.doi-s.jp

8/20（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
7/12（水）～
文化振興課、川之江庁舎 1 階（文
化センター窓口）、土居文化会館
（ユーホール）、伊予三島運動公園
体育館、川之江体育館、明屋書店
（川之江店）

一般プレイガイド前売り販売
7/19（水）～
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：63119）

第 109 回四国中央ふれあい大学講座

井村雅代　講演会

愛があるなら叱りなさい
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、橙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

シンクロナイズドスイミング日本代表ヘッドコーチ

8/6（日）14：00 ～（開場 13：30）

土居文化会館（ユーホール）

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

２台のピアノコンサート

第 10 回　ぴゅあ・ふれんど
ドリームコンサート

8/19（土）13：00 ～ 16：00

県産業技術研究所紙産業

技術センター研究交流棟

ハニカムペーパーで遊ぼう

県内在住の子ども～大人　 
30 名（抽選）
8/4（金）まで（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メールで応募。
※ 1 度の応募で 5 名まで、Ｅメー
ルの応募は必ず件名に「8 月体験
教室応募」と明記して下さい。
県産業技術研究所 紙産業技術セ
ンター　58-2144　　
〒 799-0113　妻鳥町乙 127
58-2145　　
kami-cnt@pref.ehime.lg.jp

無 料

7/24（月）

14：00 ～ 15：00

四国中央病院 3階　講堂

市民公開講座

勇気を出して乳がん検診
鎌田正晴さん（四国中央病院長）
四国中央病院　総務課　58-3515

無 料

7/22（土）14：00 ～ 15：00

豊岡台病院　リハビリ室

笑いヨガ講座

「笑いヨガ」の健康効果ほか
枝廣篤昌さん（豊岡台病院長）、
豊岡笑いクラブ会員
豊岡台病院　25-0088　

無 料

7/22（土）19：00～ 21：20

（受付　18：30 ～）

森と湖畔の公園 

※受付 中央広場

夏の夜のネイチャーゲーム大会

野外でゲームをしながら、夏の夜
の自然を感じて楽しみます。
大人 300 円（高校生以上）、
子ども 200 円
家族連れ・大人・子ども
筆記用具、帽子、敷物、水筒、タ
オル、虫よけ、バンダナ
※服装は、長袖、長ズボン、靴下、
靴を着用する。雨天時は、雨がっ
ぱ、長靴、傘
7/18（火）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）

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

銭Ｒｏｃｋ　12：00 ～ 16：00
　ハイスタッフホール（観音寺市民
　会館）ロビー
ゼニガタライブ　17：00 ～ 21：30
　ゲスト　UCHUSENTAI:NOIZ　
 ハイスタッフホール（観音寺市民
　会館）大ホール
銭形やたい村＆バル 15：00～ 21：30
　ハイスタッフホール（観音寺市民会館）

7/15（土）

第52回かんおんじ銭形まつり

7/16（日）

銭形おどり＆イベント　
13：00 ～ 21：00
　ハイスタッフホール（観音寺市民会館）
銭形花火　21：10 ～ 21：30
　財田川河口から約1,000発打ち上げ
　※悪天候の場合は翌日に順延
銭形やたい村＆バル 12：30～ 21：30
　ハイスタッフホール（観音寺市民会館）

いけだ阿波おどり 2017

前夜祭＆北山たけし（三好市観光大
使）コンサート

　三好市池田総合体育館
北山たけしコンサート　18：30 ～
観光 4連の阿波おどり　19：30 ～
　指定席　2,000円 (当日 2,500円 )
  ※ 60 席限定
　中学生以上　1,000 円
  ( 当日 1,300 円 )
　小学生 200 円（当日 200 円）
　7/13( 木 ) ～ 販売開始
　三好市観光案内所　
　0120-404-344

8/13（日）　18：30 ～ 21：30

8/14（月）～ 8/16（水）

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 )、
　今井ゆうぞう＆ yuyu with eriri、
　Mukoangie、ラウレア（15 日）、　
　yuyu with eriri ＆スタジオ FUN、
　三絃会、Sacra e sole、浄瑠璃人
　形遣い 勘緑さん（16 日）
　三好市観光課　0883-72-7620

夏休み親子料理教室

7/22（土）・7/23（日）

9：30 ～ 13：00

四国中央市保健センター

強い骨を育てる骨づくりメニュー
1人 400 円
市内在住の小学生とその保護者
各日 30 名（先着順）
エプロン、三角巾、タオル、お茶、
シューズ　　　　
7/3（月）～ 7/14（金）
　教育総務課　28-6293

銭形よさこい　12：30 ～ 20：00
　上市・中央町・柳町・駅通り・中
　洲本通商店街、ハイスタッフホー
　ル（観音寺市民会館）

本市と観音寺市と三好市は四国まんなか交流
協議会で相互にイベント情報を掲載しています
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