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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

11/4（日）10：00 ～ 14：30

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

てらの・金砂湖畔広場
秋の感謝祭
別子・翠波はな街道サイクリング

2018 同日開催

11/13（火）18：30 ～（17：30 開場）

土居文化会館（ユーホール）

宇摩法人会社会貢献事業

第 20回チャリティー講演会

講演「字幕の中に人生」
戸田奈津子さん（映画字幕翻訳者）
無料　※入場整理券が必要

入場整理券は、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
ています。
※一人 2枚まで

宇摩法人会事務局　24-7468

11/20（火）～ 11/25（日）

9：00 ～ 17：00

（初日 11：00から、最終日16：00まで）

■開展式　11/20（火）10：00 ～

福祉会館 4階　多目的ホール

文化・スポーツ振興課　28-6043

第 67 回秋季県展
四国中央市移動展

12/15（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　研修室（妻鳥町）

県内在住の方
30 名　※応募多数の場合は抽選
11/30（金）まで（必着）
参加者全員の住所、氏名、電話番
号、小・中・高校生は学年を明記し、
往復はがき・ファクス・E メール
のいずれかでお申し込みください。
※ 1 回の応募で 5 名まで申し込み
できます。E メールの場合は、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

「夏井いつき句会ライブ」の
中止に伴うチケットの払い
戻しについて
場所：文化・スポーツ振興課

　　　（市役所庁舎棟 4階）

払い戻し期間：11/30（金）まで

※年間パスポートをお持ちの方も
払い戻しします
※ローソンチケットで購入された
方は、ローソンで払い戻しができ
ます
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

11/11（日）10：00 ～ 15：00

伊予三島運動公園　芝生広場

※雨天時は、伊予三島中央青果㈱

あったかなまちづくり活動支援補助事業

ワークショップ×マルシェ×音楽

Love Shikochu Love Earth

ワークショップ、マルシェ、音楽
の三つを一つの空間に詰め込んだ
体験型マルシェです。
法皇青年会議所　58-0899

11/17（土）10：00 ～ 16：00

11/18（日）  9：00 ～ 14：45

伊予三島運動公園体育館

JA うまジャジャうま広場

第 14 回四国中央市産業祭
＆第 21 回 JA うまグリーン
フェスタ

農作物展示・地方発送、紙加工品
展、紙のファッションショー、赤
石五葉松盆栽展、地魚販売、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、いも炊きを販売します

17 日（土）11：00 ～体育館前、
15：00 ～ジャジャうま広場
18 日（日）10：00 ～ジャジャう
ま広場、14：00 ～体育館前

18 日（日）14：10 ～体育館前

17 日（土）13：00 ～ 14：00
体育館会議室
農業振興課　28-6323

もち投げ　※荒天時は中止

農作物せり市

里芋新規栽培者講習会

12/1（土）15：00 ～（14：30 開場）

土居文化会館（ユーホール）

アトリウム

あったかなまちづくり活動支援補助事業

しこちゅー友遊ライブ vol.4

X'masファミリーコンサート

1,000 円　※小学生以下無料

チケット販売中！
　土居文化会館（ユーホール）

ユアーズ DIO
090-2823-1779（高橋）
090-1174-5868（秦）



11/3（土・祝）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

12/16（日）9：00 ～（受付 8：20 ～）

土居総合体育館（アリーナ土居）

選手 6名（うち女性 2名以上）

選手 6名（うち女性 2名以上）

男子・女子　選手 8名

男子・女子　選手 8名
市内在住または在勤の方
12/5（水）まで
　伊予三島運動公園体育館
28-6071

第 14 回四国中央市
綱引大会

1/13（日）8：15 ～受付

関川河川敷ふるさと広場

一般の部 /男子（高校生～ 44歳）・
男子（45歳～ 59歳）・男子（60歳
以上）・女子（高校生以上）

一般の部/男子・女子（中学生以上）

一般の部/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

ジョギングの部（フリー）
一般2,500円、高校生1,000円、小・
中学生及びジョギングの部 300 円
※保険料を含む
伊予三島運動公園体育館、川之江
体育館、各公民館に備え付け、ま
たは市体育協会ホームページに掲
載の参加申込書と参加料を、下記
までご持参ください（現金書留、
郵便小為替でも可）。
11/26（月）17：00 まで（火曜日
は休館）　※当日消印有効
　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
育館内）　28-6071
〒 799-0422　中之庄町 1665-1

第 32 回新春やまじっこ
マラソン大会

10：00 ～ 11：30

とき ところ 内容・対象

12/ 5（水）川之江図書館 おはなし主体

12/ 6（木）川之江ふれあい
交流センター 1・2歳児主体

12/25（火）妻鳥保育園 0歳児主体

親子ふれあいあそび

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

12/2（日）13：30 ～（13：00 開場）

土居文化会館（ユーホール）

【演奏曲目】
「ふるさとの四季」「どうにもとま
らない」ほか

【ゲスト演奏】
ハワイアンミュージック＆フラダ
ンス
伊予三島混声合唱団
090-3788-0968（村上）

伊予三島混声合唱団
第一回演奏会

11/25（日）10：00 ～ 15：00

霧の森交湯～館 2階

そばの手打ち体験と昼食会
1,500 円
※霧の森交湯～館の入浴券付き
15 名（先着順）
※バスでの送迎があります。詳し
くは、お問い合わせください
11/4（日）9：00 ～
　霧の森交湯～館　72-2611

霧の森交湯～館
そば打ち教室

11/10（土）10：00 ～ 13：00

※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～

紅葉を楽しみながら、ガイドの案
内で新宮町に残る「土佐街道」の
一部を歩いてみませんか！
2,000 円（昼食、保険料など）
12 名（最少催行人数 2名）
11/8（木）まで
　市観光協会　77-50032 ㎞

10 ㎞

5 ㎞

3 ㎞

地区対抗の部

一般男女混合の部

小学 5・6年生の部

小学 4年生以下の部

11/23（金・祝）10：00 ～ 15：00

伊予三島商店街

※駐車場は港記念公園

グルメや雑貨、ワークショップな
ど 60 以上のブースが出店！スタ
ンプラリーやミニライブ、コスプ
レパフォーマンス、仮装コンテス
ト（14：00 ～）のほか、野菜ソ
ムリエが 1 日限定スペシャルラン
チを提供する本市初の野外レスト
ラン（予約制）もあります。詳し
くは、ブログまたはフェイスブッ
クをご覧ください。
夢小町実行委員会
090-2787-5051（片山）

ひとあし早い

クリスマス☆カーニバル

ブログ QR コード


