第 7 回市民ミュージカル
「宇摩のシンデレラ～おさく～」

霧の森の催し
赤石山草会
秋の山野草展示と苔玉体験

9/2（土）～ 9/24（日）
霧の森ミニギャラリー（霧の森ふれあい館）
か

れん

可 憐で清楚な風情の山野草展を開
催。期間中、販売会や苔玉教室実施
霧の森 0570-07-3111
創作おり鶴百科

9/9（土）～ 9/24（日）
霧の森ギャラリー（菓子工房新宮本店 2 階）
一つひとつ折り目に心を込めて折
りあげたおり鶴を 100 点余り展示
霧の森 0570-07-3111

11/11（土）① 14：00 ～ 15：30
② 19：00 ～ 20：30
11/12（日）③ 14：00 ～ 15：30
土居文化会館（ユーホール）
江戸時代から語り継がれる「お
さく」のシンデレラストーリー
です。前庭で楽しいマルシェも
あります。
大人・子ども共通 1,000 円
（当日 1,200 円）
四国中央ふれあい大学事務局（文
化振興課内） 28-6043
市民ミュージカル実行委員会
74-3618
チケット販売所
※ 9/5（火）8：30 販売開始
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）

塩塚スカイクラブ主催
ゆったり空中散歩
パラグライダー無料体験会
9/24（日） 10：00 ～ 15：00
※天候不良時 10/1（日）に順延

塩塚高原（愛媛県側）
1,000 円（1 日保険料）
高校生以上
30 名
手袋、保険証、昼食
9/5（火）～（先着順）
霧の高原 0896-72-3113

無 料

観月会

10/4（水）・10/5（木）
暁雨館（開門 17：00 閉門 20：30）

※運動しやすく肌の露出が少ない服
装、運動靴（ハイカット推奨）でお越
しください
※当日の朝、必ず開催の可否を霧の高
原へご確認ください
※会場でお弁当などの販売有り

霧の森レストラン・霧の森交湯～館
国体期間中の臨時営業について
9 月から毎週月曜日が定休日とな
りますが、国体期間中の 10/2（月）
は国体選手の利用があるため、レ
ストランと交湯～館のみ下記の内
容で臨時営業します。
○レストラン
11：00 ～ 16：00（15：30 ﾗｽﾄｵｰﾀﾞｰ）
○交湯～館
温泉営業時間 10：00 ～ 19：00
（18：30 札止め）
軽食 17：00 ﾗｽﾄｵｰﾀﾞｰ
霧の森 0570-07-3111
霧の森交湯～館 72-2611

内容

講師

参加費

対象者

お茶席 /18：00 ～ 20：00
4 日：真鍋社中 5 日：石川社中
演奏会 /19：00 ～ 19：40
4 日：四国中央市民吹奏楽団
5 日：四国中央ハーモニー
1 日 60 名（先着順）
9/12（火）9：00 ～（1 団体 3 名まで）
暁雨館 28-6325

定員

持参品

募集期限・期間

イベント情報
別子・翠波はな街道
サイクリング 2017
11/5（日） 8：30 ～ 15：00

四国中央市・新居浜市共同による
サイクリング大会を開催します。
順位を競う大会ではなく、法令と
マナーを守り、サイクリングを楽
しむ大会です。
ミドルコース 約 50 ㎞
金砂湖畔公園を出発し、嶺南地区・
新居浜市別子地区へ向かう往復
コース
3,000 円
300 名（先着順）
ファミリーコース 約 7 ㎞
富郷ダム周辺を周回するコース
1,000 円
100 名（先着順）
9/4（月）～ 9/29（金）
スポーツエントリー（web ｴﾝﾄﾘｰ
http://spoen.net/71500/a） ま た
は四国中央市観光交通課・新居浜
市運輸観光課の窓口で受け付け
※詳細は、スポーツエントリー
ホームページ、四国中央市観光協
会ホームページ、市役所各庁舎、
各公民館に設置している大会パン
フレットをご覧ください
別子・翠波はな街道サイクリン
グ実行委員会事務局（観光交通
課内） 28-6187

申し込み先

ファクス

問い合わせ先

親子ふれあいあそび

無 料

かわのえ高原ふるさと館の催し

NEWS 英会話②

9/21 ～ 10/26（毎週木曜日・全６回）
と き
ところ
内容や対象者
15：00 ～ 16：00
9/ 5（火） 妻鳥保育園
0 歳児主体
9/ 7（木）川之江児童館 1・2 歳児主体
四国中央市保健センター 2 階研修室
9/26（火）川之江図書館 おはなし主体 （10/26 は福祉会館 2 階教養娯楽室）
9/28（木）川之江体育館 自由遊び主体
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

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
油絵講座生作品展
9/9（土）～ 9/23（土）
講座生による作品発表展。学びの
成果をご覧ください。
図書館・郷土資料館協働事業

ふるさと写真展～教育と文化～
9/1（金）～ 9/23（土）
※終了後次の施設を巡回
土居図書館→川之江図書館→三島図書館
→暁雨館（詳しくは 20 ページ参照）

市内各地域の思い出の写真を展示

健康マージャン
初心者入門教室
9/11 ～ 10/30（毎週月曜日・全 8 回）
13：00 ～ 15：00
JA うま生活文化センター
（松柏小学校前）

市国際交流員と、ニュースの記事
を題材にして英会話を学びませ
んか。テーマを新聞やテレビの
ニュースなどからピックアップし
て、それについてみんなで英語で
話してみましょう！
ルシア・ジュ（市 CIR）
一般 4,000 円、会員 2,000 円
中級～
20 名
9/20（水）まで
市国際交流協会 28-6014

川之江文化祭
芸能部門発表会

紙のまち資料館の催し
開館時間：9：00 ～ 16：00（入場無料）
休館日：毎週月曜日、祝日の翌日
28-6257
水引細工作品展
～広島から川之江へ水引が繋いだ絆～
9/10（日）～ 10/15（日）
3 階企画展示室

無 料

9/10（日）13：00 ～
市民会館川之江会館 大ホール

健康的で心に優しいゲームで、認
知症予防に非常に効果があると言
われています。
交流の場としても、仲間が増え生
きがいづくりに最適です。
難しくありません。分かりやすく
丁寧に教えますので、初心者の方
も気軽に参加してください。
1 回 500 円（用具使用料）
初回受講時に別途教材費 2,000 円
30 名程度（先着順）
健康マージャン協会四国中央
090-9778-7514

たかもり

広島市在住の吉長孝衛さん（屋号め
うがや）が、本市で学んだ水引細工
を「めうがや水引軒社中」の仲間と
個性あふれる作品約 80 点展示
合唱、ダンス、バレエ、日舞、洋舞、
手漉き和紙体験実施中
民謡、歌謡、尺八、三味線、大正琴、
毎週火・木・土・日曜日
詩吟、マジック、ハーモニカなど
13：00 ～ 16：00（受付 15：30 まで）
市文化協会 川之江支部事務局
オリジナルのはがき作りなどを体験
28-6236
してみませんか。

