今年の夏も霧の森が熱い！
第 10 回 霧の森夏まつり
8/13（日）11：00 ～ 15：00

四国アイランドリーグ plus
（交流戦）
9/9（土）
・9/10（日）
予備日 9/11（月）
両日 13：00
プレイボール
浜公園川之江野球場

小学生向けイベント
8/13（日）
、8/14（月）の 2 日間
は交湯～館玄関横で飲み物や軽食
の販売有り
霧の森 0570-07-3111
霧の森交湯～館
お盆期間中の営業時間変更について
8/8（ 火 ） ～ 8/20（ 日 ） の 間 は、
休まず営業します。
○営業時間 8：30 ～ 21：00
○入
浴 10：00 ～ 21：00
（最終受付 20：30）
※ 8/10（木）、8/17（木）は短縮営業
飲食オーダーストップ 17：00
閉館 19：00（最終受付 18：30）
霧の森交湯～館 72-2611

イベント情報
翠波高原コスモスまつり 2017
8/27（日） 10：00 ～ 15：00
翠波高原

愛媛マンダリンパイレーツ vs
福岡ソフトバンクホークス（3 軍）
大人（高校生以上）
当日 1,000 円（前売り 800 円）
中学生以下
当日 500 円（前売り 400 円）
※未就学児童は無料
公益財団法人四国中央市体育協会
28-6071
チケット販売所
※ 8 月上旬販売開始
伊予三島運動公園体育館、川之江
体育館、各庁舎市民窓口センター

愛媛 FC
マッチシティ四国中央市

音楽ライブ、バザー、お楽しみ抽
選会など
観光交通課 28-6187

てらの・金砂湖畔広場
夏の感謝祭
8/20（日） 10：00 ～ 15：00
てらの湖畔広場

9/24（日） 16：00 キックオフ
ニンジニアスタジアム
（愛媛県総合運動公園陸上競技場）

かわのえ高原ふるさと館の催し
開館時間：9：00 ～ 17：00（入場無料）
休館日：毎週月曜日、祝日の翌日
28-6260
第 7 回 四国中央現代アート展
今回のテーマ「物語」

8/6（日）～ 9/3（日）
※最終日は 15：00 まで
まんが似顔絵展

8/19（土）～ 9/3（日）
まんが似顔絵講座の生徒作品展。
有名人そっくりの似顔絵を展示。
まんが似顔絵イベント開催
8/20（日）
、8/27（日）
、9/3（日）
12：00 ～ 15：00
講座生があなたの似顔絵を楽しく
描きます♪
1 枚 50 円

ユーホールロビー展のご案内
休館日：毎週月曜日、祝日の翌日
28-6353
文化協会土居支部

写真部作品展

8/13（日）～ 8/27（日）
9：00 ～ 21：30
※初日 16：00 から、最終日 16：00 まで
内容

講師

参加費

対象者

あめごのつかみ取り、産直市など
観光交通課 28-6187

愛媛 FCvs 横浜 FC
一般 1,000 円（特別優待券）
※通常価格 2,300 円
小・中・高校生は無料でご招待！
（チケット販売所で招待券を配り
ます）
公益財団法人四国中央市体育協会
28-6071

handmade イベント
ふぃ～る♪８
8/11（金・祝） 11：00 ～ 15：00
土居文化会館（ユーホール）

チケット販売所
※ 8 月上旬販売開始
伊予三島運動公園体育館、川之江
体育館、各庁舎市民窓口センター

親子ふれあいあそび

無 料

と き
ところ
内容や対象者
8/ 3（木）川之江児童館 1・2 歳児主体
8/ 8（火） 妻鳥保育園
0 歳児主体
8/22（火）川之江図書館 おはなし主体

10：00 ～ 11：30
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
乳児保育所こども村 56-1310
定員

持参品

募集期限・期間

県内外からハンドメイド作家を集
め、雑貨、ワークショップ、グル
メ、癒しと健康に関するイベント
を行います。会場も広げ昨年より
パワーアップして開催します！
小学生以下のお子さんにはプレゼ
ントがあります（先着順：無くな
りしだい終了）
。
にじのとびら 77-5254
申し込み先

ファクス

問い合わせ先

磯部周平
♪クラリネットな音楽会♪
9/17（日）14：00 ～（13：30 開場）
土居文化会館（ユーホール）
三井住友海上文化財団の助成事業
として、地域のみなさんのために
コンサートを開催します
一般 1,000 円
高校生以下 500 円 ※全席自由
※三井住友海上文化財団の助成によ
り特別料金で聴くことができます

チケット販売中！
販売所：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）
土居文化会館（ユーホール）
28-6353

ニコニコおしゃべり
ワンコインコンサート
in しこちゅ～

紙のまち資料館の催し
休館日：毎週月曜日、祝日の翌日
28-6257

8/5（土）15：30 ～（15：00 開場） 夏休み手漉き体験特別強調月間
8/1（火）～ 8/31（木）の間毎日
土居文化会館（ユーホール）
実施します
一般 500 円
13：00 ～ 16：00（受付 15：30 まで）
高校生以下 100 円 ※全席自由

※前もってのチケットの販売は行
いません。当日受付にて料金をお
支払いください
土居文化会館（ユーホール）
28-6353
【出演者】
チェロ：大谷雄一さん

夏休みの思い出に、家族や友だちと
一緒にオリジナルのはがき作りなど
を体験してみませんか？

（大阪交響楽団首席チェロ奏者）

コントラバス：大槻健太郎さん

（大阪交響楽団首席コントラバス奏者）

英語カフェ②
9/3（日） 15：00 ～ 16：30
ジョイフル川之江店

四国中央市民吹奏楽団
第 27 回定期演奏会

カジュアルな雰囲気で自由な話題
を英語で話しませんか。
英語力を試したい人、キープした
い人、もっと自信をつけたい人、
初心者から上級者まで誰でも大歓
迎です。
ルシア・ジュ（市 CIR)、市 ALT
一般 500 円、会員 200 円
※別途、飲食料が必要です
高校生以上
15 名
8/31（木）まで
市国際交流協会 28-6014

◆えひめ国体開催記念コンサート◆

川之江高校吹奏楽部
第 40 回定期演奏会

無 料

8/13（日）18：00 ～（17：30 開場）
市民会館川之江会館 大ホール
演奏曲：マーチ「シャイニングロー
ド」、ルーマニア民族舞踊、ポカ
リの曲など
川之江高等学校 58-2061

8/26（土）18：30 ～（18：00 開場）
土居文化会館（ユーホール）
演奏曲：2017 吹奏楽コンクール
課題曲、ベートーヴェンピアノソ
ナタ第 8 番、アニメ、ドラマ主題
歌など
500 円 ※高校生以下は無料
四国中央市民吹奏楽団
090-2825-8814
☆ゲスト：川之江南中学校吹奏楽部
☆司会：らくさぶろう

初心者英会話②
9/19 ～ 10/24（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（9/26 は、2 階研修室）
ショーン先生とたくさん英語で話
して楽しく英語を勉強しません
か？これから始める人、「初心者
英会話①」から継続したい人、気
軽に参加しませんか。
ショーン・ソルバーグさん
一般 4,000 円、会員 2,000 円
（教科書代 3,000 円別途必要）
高校生以上
20 名
9/8（金）まで
市国際交流協会 28-6014

