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8/31 ～ 10/5（毎週金曜日・全 6回）

10：00 ～ 11：30

保健センター 2 階研修室（9/14 は市

役所 1 階会議室、9/21・10/5 は商工

会館 1階会議室）

ショーン先生とテキストを使って英
語の基礎を楽しく学びませんか！
ショーン・ソルバーグさん
一般 6,000 円、会員 3,000 円
※別途テキスト代 3,000 円が必要
高校生以上　　　
20 名　※最小催行人数 5名
8/20（月）まで
　市国際交流協会　28-6014

英語教室（初級）②

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。初心者か
ら上級者まで誰でも大歓迎です。
チェルシー・コリンズ（市 CIR)、
市 ALT
一般 500 円、会員 200 円
※別途飲食代が必要
高校生以上　　　15 名
9/6（木）まで
　市国際交流協会　28-6014

9/9（日）15：00 ～ 16：30

ジョイフル川之江店

英語カフェ②

9/30（日）14：00 ～

（13：30 開場）

土居文化会館（ユー

ホール）

第 114 回四国中央ふれあい大学講座

夏井いつき句会ライブ

一般 1,000 円（当日 1,500 円）
高校生以下 500 円（当日 1,000 円）
※全席自由
※未就学児は入場不可
※年間パスポートをお持ちの方
は、緑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・スポーツ振興課内）　28-6043

入場券市内先行販売

8/7（火）～

文化・スポーツ振興課、川之江窓

口センター、土居文化会館（ユー

ホール）、明屋書店（川之江店）

一般プレイガイド前売り販売

8/14（火）～

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：62878）

8/26（日）10：00 ～ 15：00

翠波高原

音楽ライブ、バザー、お楽しみ抽
選会など
観光交通課　28-6187

翠波高原コスモスまつり
2018

8/19（日）10：00 ～ 14：00

金砂湖畔公園

あめごのつかみ取り、産直市など
観光交通課　28-6187

てらの・金砂湖畔広場
夏の感謝祭

霧の森交湯～館

お盆期間中の営業時間変更について

8/7（火）～ 8/19（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）
※ 8/13（月）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

8/12（日）10：30 ～ 14：00

霧の森　イベント広場

毎年人気の水鉄砲を使ったゲーム
を行います。
100 円
霧の森　0570-07-3111

霧の森　夏あそび

夏休み手漉き体験特別強調月間

8/1（水）～ 8/31（金）の間毎日実

施します

13：00 ～ 16：00（受付 15：30 まで）

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

夏休みの思い出に、ぜひオリジナル
のはがき作りなどを体験してみませ
んか！

9/27（木）・9/28（金）

暁雨館（開門 17：00　閉門 20：30）

お茶席 /18：00 ～ 20：00
27 日：石川社中　28 日：真鍋社中
1 日 60 名（抽選）※昨年と変更
8/31（金）まで（1団体 3名まで）
演奏会 /19：00 ～ 19：40
27 日：琴と尺八の調べ
28 日：室内楽のひととき
　暁雨館　28-6325

観月会

9/1（土）19：00 キックオフ（予定）

ニンジニアスタジアム

（愛媛県総合運動公園陸上競技場）

愛媛 FC
マッチシティー四国中央市

チケット販売

※ 8月中旬販売開始

伊予三島運動公園体育館、川之江

体育館、市民窓口センター、各窓

口センター

愛媛 FC vs アルビレックス新潟
一般 1,000 円（特別優待券）
※通常価格 1,800 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

愛媛 FC では県下 20 市町にそれぞれ応
援する特定の選手を決めて、その市町
は決まった選手を応援する「1 市町 1
選手応援事業」を
行っています。本
市の応援選手は DF
の「林

りんどう

堂 眞
まこと

選手」
です。みんなで林
堂選手を応援しま
しょう！

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 問い合わせ先Eメール



とき ところ 内容・対象

8/ 2（木）川之江ふれあい
交流センター 1・2歳児主体

8/28（火）川之江図書館 おはなし主体

8/29（水） 妻鳥保育園 0歳児主体

9/ 4（火） 妻鳥保育園 0歳児主体

9/ 6（木）川之江ふれあい
交流センター 1・2歳児主体

9/11（火）川之江図書館 おはなし主体

9/27（木）川之江体育館 自由遊び主体

親子ふれあいあそび

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

8/25（土）18：30 ～（18：00 開場）

土居文化会館（ユーホール）

今回はクラシック音楽はなく、みな
さんにおなじみの曲を演奏します！
☆ゲスト：川之江北中学校吹奏楽部
☆司会：らくさぶろう
500 円（高校生以下無料）
四国中央市民吹奏楽団
090-2825-8814（平田）

四国中央市民吹奏楽団
第 28 回定期演奏会

8/14（火）18：00 ～（17：30 開場）

市民会館川之江会館

課題曲「ワルツ」、「YMCA」ほか
川之江高等学校　58-2061

川之江高校吹奏楽部
第 41 回定期演奏会

10/7（日）14：00 ～（13：30 開場）

土居文化会館（ユーホール）

NHK 交響楽団メンバーと
なかまたちによる
至高のハーモニー

日本を代表する弦楽器の名手が、
耳なじみのあるクラシックの名曲
をお届けします。
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

土居文化会館
（ユーホール）
28-6353

チケット販売

8/3（金）8：30 ～

土居文化会館（ユーホール）、

地域政策課、川之江文化センター

8/19（日）13：00 ～（12：30 開場）

土居文化会館（ユーホール）

独奏、小アンサンブル、大アンサ
ンブル編成で童謡や懐かしの演歌
などを演奏
四国中央ハーモニカサークル
080-3165-3636（津野）

新居浜～四国中央地区
ハーモニカコンサート

8/25（土）　※雨天決行

19：00 ～ 21：20

（受付 18：30 ～）

森と湖畔の公園

中央広場集合

夏の夜のネイチャーゲーム
～夜は友だち！～

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
40 名　※先着順
筆記用具、バンダナ、敷物、水筒、
虫よけ　※服装は長袖、長ズボン、
靴下、靴を着用。雨天時は雨がっ
ぱ、長靴、傘を用意
8/21（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）

8/11（土・祝）13：00 ～（12：30 開場）

土居文化会館（ユーホール）

第 56 回愛媛県少年少女
合唱連盟演奏会
四国中央大会

加盟合唱団 11 団体の美しい歌声
をお届けします。
本市では平成 3 年以来の開催とな
ります。
四国中央少年少女合唱団
74-3700（大西）

9/8（土）10：00 ～

※集合場所　霧の森第 1駐車場

ガイドと歩く
四国・参勤交代の道
～新宮町・霧の森界隈～

秋へと近付く気候の中、新宮町に
残る「土佐街道」の一部をガイド
と一緒に歩きませんか！
2,000 円
※ガイド料、昼食、保険料含む
小学生以上
12 名　※最小催行人数 2名
9/3（月）まで
　市観光協会　28-6187

チケット予約受付中

予約後、当日受け取り精算になり

ます。※当日券あり

8/26（日）16：00 ～（15：30 開場）

福祉会館 4階　多目的ホール

1,000 円　※全席自由席、大人・
小人共通、未就学児入場不可）
　

　みすゞ塾事務局
090-6882-3308（池北）
座・東京みかんホームページ
https://www.mikan0902.com
文化・スポーツ振興課　28-6043

みすゞ塾公演 2018
「金子みすゞの世界～テルと
マサスケとかあさまと～」


