
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

第 13 回四国中央市産業祭
＆第 20 回 JA うまグリー
ンフェスタ

11/18（土）10：00 ～ 16：00

11/19（日）　9：00 ～ 15：00

伊予三島運動公園体育館

JA うまジャジャうま広場

もち投げ　
18 日（土）11：00、15：00 　
19 日（日）10：00、14：00
もち投げ場所：４回全て体育館前

農作物せり市　 
19 日（日）14：10 ～　体育館前
農業振興課　28-6323

農産物展示・地方発送、いりこ販
売、紙加工品展、赤石五葉松盆栽
展、フリーマーケット、各種バザー
など
※ JA うまジャジャうま広場では、
市特産の里芋（伊予美人）を使っ
た「いも炊き」の販売もします

てらの・金砂湖畔広場　
秋の感謝祭

11/5（日）10：00 ～ 15：00

てらの湖畔広場

産直市、田舎料理販売など
観光交通課　28-6187

別子・翠波はな街道サイクリング

2017 同日開催

11/23（木・祝）14：00 ～

霧の森交湯～館　2階

霧の森交湯～館　72-2611

「村上三絃道」
津軽三味線演奏会

第 66 回秋季県展
四国中央市移動展

11/18（土）～ 11/26（日）

9：00 ～ 17：00

（初日は 11:00 から、最終日は

16：00 まで）

■開展式　11/18（土）10：00 ～

福祉会館 4階　多目的ホール

書道、工芸、日本画、洋画、写真、
デザイン
文化振興課　28-6043

11/26（日）15：00 ～ 16：30

ジョイフル川之江店

英語カフェ③

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、飲食代が必要です
高校生以上
15 名   
11/22（水）まで
　市国際交流協会　28-6014

開催中～ 11/26（日）

9：00 ～ 17：30（入場は 17：00 まで）

企画展示室

愛媛県総合科学博物館
企画展「東予産業遺産」

東予に残る産業遺産について、写
真やパネルで紹介します。
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

てらの湖畔広場

レンタサイクル無料デー

11/12（日）「愛媛サイクリングの日」
貸出時間 10：00 ～ 15：00
　てらの湖畔広場のレンタサイク
　ル利用者は無料になります。
　観光交通課　28-6187

田舎そばの手打ち体験講座

11/26（日）10：00 ～ 15：00

霧の森交湯～館　2階

郷土料理研修室、研修室 1・2、

図書資料室

田舎そばの手打ち体験講座と昼食会
1500 円 ( 霧の森交湯～館入浴券
付き )
15 名（予約制で先着順）
※バスの送迎（8：40 ～本庁舎、
9：00 ～川之江庁舎）があります
11/3（金・祝）～ 11/10（金）
　霧の森交湯～館　72-2611



あったかなまちづくり活動支援事業

しこちゅー友遊ライブ
ハーモニカ奏者「HaMaNa」
コンサート

12/12（火） 18：30 ～（18：00 開場）

土居文化会館（ユーホール）

クロマティックハーモニカ全国大
会 3 連覇を達成したハーモニカで
歌う「HaMaNa」の演奏をぜひ、ご
堪能ください。
※チケットの販売については、お
問い合わせください
1,000 円
ユアーズ DIO
090-2823-1779（高橋）

ニコニコおしゃべり・
ワンコインコンサート
in しこちゅー

11/18（土） 15：30 ～（15：00 開場）

土居文化会館（ユーホール）

【出演者】
ソプラノ：北野加織さん
ピアノ：藤江圭子さん

北野加織さん藤江圭子さん

一般　500 円
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

11/26（日）10：00 ～ 14：00

てらの湖畔広場・古民家（細川家）

ミニライブ、キッズチアダンス、
ゲームなどがあり、マルシェには、
約 25 店舗集まります。
夢小町実行委員会
090-2787-5051（片山）

第 12 回夢小町
ほっこりマルシェ

とき ところ 内容・対象

11/ 2（木）川之江児童館 1・2歳児主体

11/ 6（月）妻鳥保育園 0歳児主体

11/10（金）川之江体育館 自由遊び主体

11/21（火）川之江図書館 おはなし主体

親子ふれあいあそび

10：00 ～ 11：30

※申し込み不要、誰でも参加できます
体操や手遊び、育児相談

乳児保育所こども村　56-1310

もちつき大会

12/3（日）9：00 ～

みしま児童センター

地域の人たちとふれあい、楽しい
1日を過ごしませんか ?
みしま児童センター　28-6072

12/9（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

県内在住の子ども～大人　 
30 名（抽選）
11/24（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
ルのいずれかで応募ください。
※ 1 回の応募で 5 名まで、E メー
ルの応募は必ず件名に「12 月体
験教室応募」と明記してください
　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

水引でクリスマスの
飾りを作ろう

11/12（日）9：00 ～ 12：00

川之江児童館　遊戯室、芝生広場

芝生ひろばであそぼう、ゲーム、
各種バザーなど
※参加者にはプレゼントがある
よ！
川之江児童館　28-6290

児童館まつり



12/17（日）8：30 ～（受付 8：00 ～）

土居総合体育館（アリーナ土居）

第 13回四国中央市綱引大会

1/14（日）8：15 ～受付

土居ふるさと広場（関川河川敷）

第 31回新春やまじっこ
マラソン大会

10km　
一般 / 男子（高校生～ 44 歳）、一
般 / 男子（45 歳～ 59 歳）、一般 /
男子（60 歳以上）、一般 /女子（高
校生以上）
5km

一般 /男子・女子（中学生以上）
3km

一般 /男子・女子（中学生以上）
小学 5・6年生の部 /男子・女子
小学 3・4年生の部 /男子・女子
2km

ジョギングの部（フリー）
一般 2,500 円、高校生 1,000 円、
中学生以下・ジョギングの部 300
円（保険料含む）
参加申込書兼誓約書、参加料を下
記まで持参 ( 現金書留、郵便小為
替も可能で当日消印有効 )
11/30（木）17：00 まで（火曜日
を除く）
　やまじっこマラソン大会実行委
　員会事務局（伊予三島運動公園
　体育館）　28-6071

■応募項目
イベント名「四国まんなか de 愛イ
ベント応募」、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

c h i h o u s o u s e i s u i s i n @ c i t y .
tokushima-miyoshi.lg.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

12/9（土）11：30 ～ 15：00

（受付 11：00 ～）

ハレとケ珈琲

（三好市池田町大利大西 15）

四国まんなか（三好市・観音寺市・
四国中央市）de愛イベントin三好市
～山の中の廃校カフェでクリスマス～

山の中の廃校(旧出合小学校)を利
用したおしゃれなカフェで、食事を
したり、体験学習(コーヒードリッ
プ講座)を行ったりしながら、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歳くらいまでの独身男女
男女各 15 名
※応募多数の場合は抽選
11/21（火）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）

11/26（日） 10：00 ～ 11：35

妻鳥小学校体育館

演題「生きるってどんなこと」
宮内　清さん（四国中央市相生い
グループの会代表）
※自家用車は、体育館西側の運動
場にご駐車ください
四国中央市相生いグループの会
56-7586（前谷）

人づくり講演会

恋するスイーツパーティー

12/17（日）13：30 ～ 17：00

福祉会館 4階　多目的ホール

60 人の独身男女が出会う恋のス
イーツパーティー
男性 3,000 円　女性 2,500 円
20 ～ 39 歳くらいまでの独身男女
60 名（グループ参加も可）
※応募多数の場合は抽選

「恋するスイーツパーティー 2017
四国中央」で検索し、申し込み
フォームからお申し込みください。
えひめ結婚支援センター東予事務所
0897-47-4853

11/11（土）～ 11/19（日）

フジグラン川之江　別館 1階

小中学生の
税に関する習字展

「 税 を 考 え る 週 間 」（11/11 ～
11/17）行事として、市内の小中
学生から応募があった「税に関す
る習字」のうち優秀作品を展示し
ます。
伊予三島税務署　24-5410

地区対抗の部　
選手 6名（内、女性 2名以上）
一般男女混合の部　
選手 6名（内、女性 2名以上）
小学 5・6年生の部

男子・女子　選手 8名
小学 4年生以下の部

男子・女子　選手 8名
市内在住または市内に通勤・通学
する方
12/6（水）まで（火曜日を除く）
　公益財団法人四国中央市体育協会
　28-6071

三好市役所　地方創生推進課
0883-72-7607


