
10/28（日）9：00 ～ 16：00

伊予三島運動公園体育館

赤ちゃんはいはいレース、ほっこ
りんショー、家族で楽しめるイベ
ントなど

四国中央
子育てフェスタ 2018

今年のテーマ

「向きあう　ふれあう　伝えあう」

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

11/3（土・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（保険料を含む）
小学生以上
10/1（月）～ 10/20（土）
※火曜日の休館日を除く
※申込状況により、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

12/2（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）
10/15（月）～ 11/9（金）
※火曜日の休館日を除く
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

11/13（火）8：00 ～

集合場所：伊予三島運動公園駐車場

　　　　　（青果市場北側）

岡山県児島・鷲羽山で約 18 ㎞（約
6時間30分）のコースを歩きます。
2,000 円（バス代、昼食代、保険
料を含む）
市内在住の方
24 名（先着順）
10/17（水）8：30 ～ 10/31（水）
※火曜日の休館日を除く
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。
※申し込みは一人につき 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‘18

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

　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。

10/28（日）10：00 ～

霧の森イベント広場

野菜の重量当てゲーム、ステージ
ショー、餅まき、各種バザーなど
観光交通課　28-6187

～旬な採れたて野菜が満載～

第 13 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
20 名（先着順）

10/19（金）まで
　観光交通課　28-6187

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

11/ 6（火）妻鳥保育園 0歳児主体

11/ 7（水）川之江体育館 自由遊び主体

11/ 8（木）川之江ふれあい
交流センター 1・2歳児主体

11/27（火）川之江図書館 おはなし主体

親子ふれあいあそび

四国中央市
駅伝競走大会



赤石山草会

秋の山野草展示と苔玉体験

10/6（土）～ 11/4（日）

ふれあい館

可
か れ ん

憐で清楚な風情の山野草展を開
催します。期間中、販売会や苔玉
教室を実施します。

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

県民総合文化祭協賛事業

平成 30 年度　四国中央市文化協会　文化祭

新宮地域文化祭（新宮ふるさとまつり）

11/11（日）9：00 ～ 14：30

川之江地域文化祭

川之江文化センター
三島地域文化祭

福祉会館 3階・4階

■お茶席

福祉会館 4階

■芸能発表会

○歌謡・日舞

11/4（日）13：00 ～ 15：30

○洋楽・邦楽・洋舞

中之庄公民館

11/3（土・祝）13：00 ～ 15：30

■美術・工芸・菊花展

市文化協会事務局（文化・スポーツ振興課内）　28-6043

■盆栽展

■華道展

■お茶席

■俳句会

11/1（木）～ 11/3（土・祝）

11/1（木）～ 11/3（土・祝）
9：00 ～ 17：00（3 日は 16：00 まで）

11/2（金）～ 11/3（土・祝）
9：00 ～ 17：00（3 日は 15：00 まで）

11/3（土・祝）9：00 ～

11/3（土・祝）13：00 ～

■お茶席

11/3（土・祝）9：00 ～ 15：00

土居地域文化祭

11/2（金）～ 11/3（土・祝）

土居文化会館（ユーホール）

絵画グループあいあい

「秋のあいあい展」

10/6（土）～ 10/20（土）

9：00 ～ 21：30

（初日 13：00から、最終日16：00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

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）

～和紙で描く～

「田添美智子ちぎり絵展」

10/21（日）～ 12/2（日）

3階　企画展示室

故郷の風景や花を
題材に、45 年間制
作してきた「ちぎ
り絵」作品を約 40
点展示（一部新作）。

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

11/22（木）9：30 ～ 16：00（予定）

集合場所：三島図書館東側駐車場

観音寺市と三好市のみなさんと交流をしながら、新宮町にある四国八十八
ケ所の総奥の院である仙龍寺の散策や、霧の森での食事、新宮のお茶の
美味しい淹

い

れ方講座など、新宮の魅力を再発見する旅です。
1,500 円（昼食、お茶菓子代）
20 名程度　※申し込み多数の場合は抽選
10/31（水）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。グループで申し込む場合も、グループ全
員の住所、氏名、年齢、電話番号を記載してください。
　政策推進課　28-6005
〒 799-0497　三島宮川 4-6-55
28-6057　　man-naka@city.shikokuchuo.ehime.jp

四国まんなか交流協議会「観音寺市・三好市・四国中央市」3市交流事業

大人の修学旅行　紅葉とお茶を味わう旅 in 新宮

■芸能発表会

11/3（土・祝）13：00 ～ 16：00

9：00 ～ 20：00（3 日は 16：30 まで）

■展示の部

11/3（土・祝）9：30 ～ 15：00

■展示の部

11/2（金）～ 11/4（日）
9：00 ～ 17：00（4 日は 15：00 まで）

新宮公民館

9：00 ～ 17：00（3 日は 15：00 まで）



10/27（土）

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

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、終了後、持ち帰り可能です
○パーティ

【予約】一般　300 円
　　　 会員　200 円
【当日】一般 1,000 円
　　　 会員　500 円
※予約特典あり！
　市国際交流協会　28-6014

11/1 ～ 12/6（毎週木曜日・全 6回）

15：00 ～ 16：00

保健センター 1階　集団指導検診室

（11/15 は保健センター　2階研修室）

NEWS 英会話①

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。
チェルシー・コリンズ（市 CIR）
一般 4,000 円、会員 2,000 円
中級～
20 名
10/31（水）まで
　市国際交流協会　28-6014

11/2 ～ 12/14（毎週金曜日・全 6回）

10：00 ～ 11：30　※ 11/23 は休講

保健センター 1階　集団指導検診室

（11/9、11/30 は保健センター　2 階

研修室）

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！
ショーン・ソルバーグさん
一般 6,000 円、会員 3,000 円
※別途教科書代 3,000 円程度必要
初心者
20 名　※最少催行人数 5名
10/26（金）まで
　市国際交流協会　28-6014

英語教室（初級）③

英語カフェ③

11/11（日）15：00 ～ 16：30

ジョイフル川之江店

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、英語にもっと自信
をつけたい人、誰でも OK 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
11/8（木）まで
　市国際交流協会　28-6014

ハロハロフェスタ 2018

10/21（日）10：00 ～ 12：00

（受付 9：30 ～）　

森と湖畔の公園　受付：中央広場

自然の音さがし

秋のネイチャーゲーム

野外で自然とふれあうゲームをし
ながら、秋を感じて楽しみます。
大人（高校生以上）300 円　
子ども 200 円
30 名（先着順）
筆記用具、バンダナ、敷物、飲み物
雨天時は、雨がっぱ、長靴、傘
10/17（水）まで
参加希望者全員の住所、氏名、年
齢、電話番号を明記し、郵送また
は E メールでお申し込みくださ
い。
〒 799-0401　村松町 600　西川弘之
  akaboshisn@gmail.com
えひめ赤星シェアリングネイ
チャーの会　24-7551　（石川）

要申込

10/21（日）11：00 ～ 16：00

土居文化会館（ユーホール）

ピニャータ割り、おひるねアート、
お菓子釣り、ワークショップ、ハン
ドメイド雑貨販売、飲食販売ブース
など。仮装での来場大歓迎！仮装コ
ンテストへの出場者も募集中です。
　にじのとびら　77-5254

要申込

要申込


