
手漉き和紙体験実施中！

毎週火・木・土・日曜日

13：00 ～ 16：00（受付 15：30 まで）

～睦ちゃん先生と仲間たち～

「紙バンド作品展」

10/22（日）～ 12/3（日）

3階　企画展示室

星川睦子さんと仲間たちによる、
手提げバッグを中心とした紙バン
ド手芸作品、約 60 点を展示

紙のまち資料館の催し
【開館時間】9：00～ 16：00

【休館日】毎週月曜日、祝日の翌日

　28-6257

11/14（火）7：30 ～

伊予三島運動公園駐車場（青果市場

北側）に集合

岡山県吉備路で約 18 ㎞（約 6 時
間 30 分）のコースを歩きます。
2,000 円 / 人（バス代、昼食代、
保険料を含む）
市内在住の方
25 名
10/13（金）8：30 ～ 11/6（月）
※定員になりしだい締め切り
※火曜日は休館日のため受付不可
伊予三島運動公園体育館に備え付
けの申込書に参加費を添えてお申
し込みください。
※申し込みは一人 2名まで
　伊予三島運動公園体育館
　28-6071

秋満喫
健脚ウォーク‘17 10/7（土）・11/11（土）・12/9（土）

10：00 ～ 12：50

霧の森第 1駐車場に集合

自然豊かな新宮町。ガイドの案内
で、土佐街道の一部を一緒に歩き
ませんか！
2,000 円 / 人（ガイド料、昼食、
お茶、保険料を含む）
小学生以上
12 名（最少催行人数 2名）
参加希望日の 5日前まで
　市観光協会　28-6187

ガイドと歩く四国・参勤交代
の道～新宮町・霧の森界隈～

12/3（日）9：30 ～

浜公園周辺コース

PTA・中学生・一般男子（高校生

除く）・一般女子（高校生含む）

の部

6区間15.6㎞（選手6名、補欠2名）
一般男子（高校生含む）の部

4区間15.6㎞（選手4名、補欠2名）
※中学生は一般の部には参加でき
ません
※小学生は参加できません
1チーム 2,000 円（保険料を含む）
10/16（月）～ 11/10（金）
※火曜日は休館日のため受付不可
伊予三島運動公園体育館と川之江
体育館に備え付けの申込書に参加
費を添えてお申し込みください。
　伊予三島運動公園体育館
　28-6071
　川之江体育館　28-6255

四国中央市駅伝競走大会

11/3（金・祝）8：45 ～ 12：00

（受付 8：15 ～）

伊予三島運動公園体育館ほか

バスケットボール、バドミントン、
スポーツクライミングなど、約 20
種目のスポーツを体験できます。
200 円 / 人（保険料を含む）
小学生以上
10/2（月）～ 10/20（金）
※火曜日は休館日のため受付不可
※申し込み状況により、募集期限
を早めることがあります
各小学校を通じて配布する申込書
に参加費を添えて伊予三島運動公
園体育館または川之江体育館にお
申し込みください。
伊予三島運動公園体育館
28-6071

スポーツアドベンチャー
in 四国中央市

11/14（火）18：30 ～（開場 17：30）

土居文化会館（ユーホール）

講演「人生、何が起こるかわかり
ませんよ！～プライドを捨てた男
の人生訓～」
杉村太蔵さん（元衆議院議員）
無料　※入場整理券が必要

宇摩法人会社会貢献事業

第 19回チャリティー講演会

入場整理券は、10/19（木）から、
宇摩法人会事務局（商工会館 3
階）、愛媛県紙パルプ工業会、四
国中央商工会議所、土居町商工会、
土居文化会館（ユーホール）、市
内各公民館で配布します。
※一人 2枚まで

宇摩法人会事務局　24-7468

内容 対象者 定員 持参品 募集期限・期間 申込方法・申込先参加費講師 ファクス 問い合わせ先



乳児保育所こども村　56-1310

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

とき ところ 内容・対象

10/ 3（火）妻鳥保育園 0歳児主体

10/ 5（木）川之江児童館 1・2歳児主体

10/24（火）川之江図書館 おはなし主体

親子ふれあいあそび

11/12（日）9：00 ～ 16：00

伊予三島運動公園体育館

0 歳からのコンサート、赤ちゃ
んはいはいレース、ほっこりん
ショー、各種スポーツ体験など

四国中央
子育てフェスタ 2017

今年のテーマ

「からだ育ち　こころ育ち」

～みんなで からだ豊かに こころ豊かに～

赤ちゃんはいはいレース
出場者募集 !!

未歩行の乳児
40 名（先着順）
当日受付

こども課　28-6027

県民総合文化祭協賛事業

平成 29 年度　四国中央市文化協会　文化祭

新宮文化祭（新宮ふるさとまつり）

新宮公民館
11/12（日）9：00 ～ 14：30
市文化協会新宮支部事務局
28-6410

川之江文化祭

■菊花展

川之江庁舎駐車場
11/1（水）～ 11/3（金・祝）
9：00 ～ 17：00（3 日は 15：00 まで）

※美術・工芸・盆栽・華道展、お茶席、
俳句会は、平成 30 年 3 月 3 日（土）・
4日（日）に開催予定です

市文化協会川之江支部事務局
28-6236

土居文化祭

■展示の部

土居文化会館（ユーホール）
11/2（木）～ 11/3（金・祝）
9：00 ～ 20：00（3 日は 16：30 まで）

■お茶席

土居文化会館（ユーホール）2階
11/3（金・祝）9：00 ～ 15：00

■芸能発表会

土居文化会館（ユーホール）
11/3（金・祝）13：00 ～ 16：00
市文化協会土居支部事務局
28-6353

土居文化祭　芸能発表会 新宮文化祭（新宮ふるさとまつり）

三島文化祭　芸能発表会川之江文化祭　菊花展

三島文化祭

■展示の部

福祉会館 3階・4階
11/3（金・祝）～ 11/5（日）
9：00 ～ 17：00（5 日は 15：00 まで）

■お茶席

福祉会館 4階
11/3（金・祝）9：30 ～ 15：00

■芸能発表会

11/3（金・祝）12：30 ～ 15：30
○歌謡・日舞

11/4（土）12：30 ～ 15：30
市文化協会三島支部事務局
28-6043

○洋楽・邦楽

中之庄公民館

　子どもの成長する姿に子育ての

楽しみや喜びを感じつつ、親子の

コミュニケーションとして愛情を

深め合い、親子同士の交流の場と

なるイベントです。



10/29（日）10：00 ～

霧の森イベント広場

野菜の重量当てゲーム、ミニイベ
ント、ステージショー、餅まき、
各種バザーなど

第 12 回
新宮・秋の大収穫祭

特典 路線バス回数券、温浴施設

利用券、特製タオルを贈呈

※回数券は、行きの運賃支
払いには使用できません

【片道運賃の参考】
三島駅前～霧の森　870 円
上分～霧の森　710 円

路線バスで

新宮・秋の大収穫祭へ行こう

路線バスで

新宮・秋の大収穫祭へ行こう

中学生以上の事前申込者で、新
宮・秋の大収穫祭に路線バスで
でかける方（先着 20 名）

10/20（金）まで
観光交通課（代表者氏名、電話
番号、人数、乗車バス停などを
お聞きします）

観光交通課　28-6187

石井廣一ステンドグラス作品展

9/30（土）～ 10/29（日）

ふれあい館

昨年大盛況だった当作品展は、今
年が最後の開催となります。ステ
ンドグラスランプの創始者である
ティファニーの複製品 11 点と、
オリジナルの和灯具など 9 点を展
示します。期間中に来場いただい
た方の中から、抽選で 7 名様に、
ナイトランプをプレゼント！

花遊　押し花作品展

9/30（土）～ 10/29（日）

菓子工房新宮本店 2階

霧の森ギャラリー展
【開館時間】10：00～ 17：00

【休館日】毎週月曜日（祝日の場合

は翌平日）

　0570-07-3111

10/29（日）

福祉会館 4階　多目的ホール

○親子ランタン作り（要予約）

13：00 ～ 15：00

○ハロウィンパーティ

16：00 ～ 18：30

SIFA ハロウィンパーティ

11/5（日）10：00 ～ 17：00

四国中央医療福祉総合学院

学生によるイベントや模擬店、体
験コーナーのほか、オープンキャ
ンパスも開催します。
四国中央医療福祉総合学院
24-1000

四国中央医療福祉総合学院
学院祭

絵画グループあいあい

「秋のあいあい展」

10/7（土）～ 10/21（土）

9：00 ～ 21：30

（初日 13：00から、最終日11：00まで）

ユーホールロビー展
【休館日】毎週月曜日、祝日の翌日

　28-6353

自然の草花に感じるぬくもりとア
ンティークな味わい。押し花の魅
力をお楽しみください。

ハロウィンゲーム、仮装コンテス
トなど盛りだくさん！みんなでハ
ロウィンを楽しもう !!
○ランタン作り　1,000 円
※先着 15 組、1家族 1個まで
※ランタンは会場に飾っていただ
きます。終了後、持ち帰り可
○パーティ

【予約】一般　300 円 / 人
　　　 会員　200 円 / 人

【当日】一般 1,000 円 / 人
　　　 会員　500 円 / 人
※予約特典あり！
　市国際交流協会　28-6014



11/16 ～ 12/21（毎週木曜日・全 5回）

※ 11/23 は休講

19：00 ～ 20：30

四国中央市保健センター 2階　研修室

（11/30・12/21 は福祉会館 3 階　会

議室 2）

ハングルやあいさつ、基本的な文
法を学びます。K-Pop や韓国ドラ
マについて話しましょう。初心者
の方、「韓国語講座初級①」から
継続して学びたい方など大歓迎！
※今回は 1講座 90 分です
ルシア・ジュ（市 CIR）
一般 5,000 円、会員 2,500 円
※別途教科書代 2,000 円程度必要
高校生以上
20 名
11/2（木）まで
　市国際交流協会　28-6014

韓国語講座初級②

11/15 ～ 12/13（毎週水曜日・全 5回）

19：00 ～ 20：30

四国中央市保健センター 2階　研修室

（11/29 は福祉会館 3階　会議室 2）

ショーン先生とたくさん話をし
て、楽しく英語を学びませんか！
これから英語を学びたい方、「初
心者英会話①②」から継続して学
びたい方など大歓迎！
※今回は 1講座 90 分です
ショーン・ソルバーグさん
一般 5,000 円、会員 2,500 円
※別途教科書代 3,000 円程度必要
高校生以上
20 名
11/2（木）まで
　市国際交流協会　28-6014

初心者英会話③

「紫
し し ゅ う

舟」作品展

　愛媛県美術館で開催中 !

開催中～ 11/6（月）

9：40 ～ 18：00（入室は 17：30 まで）

【休館日】10/10、10/16、10/23、10/30

愛媛県美術館　新館常設展示室 2

（松山市堀之内）　※入館無料

　 愛媛県美術館　089-932-0010

本市出身の書家

10/21（土）～ 11/19（日）

9：00 ～ 17：30（入場は 17：00 まで）

展示棟 3階　ロビー

最新鋭の観測機器により明かされる
太陽の姿を、写真やイラストで紹介
65歳以上 260 円、大人（高校生以
上）510 円、中学生以下は無料
総合科学博物館　0897-40-4100

愛媛県総合科学博物館
パネル巡回展「太陽のふしぎ」

10/13（金）・10/14（土）

8：30 ～ 16：00（14 日は 15：00 まで）

農林水産研究所（松山市上難波甲 311）

果樹研究センター（松山市下伊台町1618）

試験・研究成果の発表、施設や研
究ほ場の公開など
農林水産研究所　089-993-2020
果樹研究センター　089-977-2100

愛媛県農林水産研究所
農林水産参観デー

11/26（日）8：30 四国中央市役所本庁集合　17：30 解散（予定）

観音寺市と三好市のみなさんと交流をしながら、そば打ち体験をしたの
ち、かずら橋や小便小僧像、ひの字渓谷など紅葉の祖谷を巡ります。
※三好市へはマイクロバスで移動
1,500 円（昼食代）
15 名程度　※申し込み多数の場合は抽選
10/27（金）17：00 まで（必着）
事業名「3 市交流事業」、住所、氏名、年齢、
電話番号（お持ちの方は携帯電話の番号）を
明記し、はがき・ファクス・E メールのいず
れかでお申し込みください。
　四国中央市役所　企画課　28-6005
〒 799-0497　三島宮川 4丁目 6番 55 号
28-6056
man-naka@city.shikokuchuo.ehime.jp

四国まんなか交流協議会「観音寺市・四国中央市・三好市」3市交流事業

秘境とりっぷ　そば打ち体験と紅葉の祖谷を巡る旅


