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出かけてみませんか 内容 対象者

参加費 講師

定員 持参品

募集期限・期間 申込方法・申込先

ファクス問い合わせ先

嶺南あじさい鑑賞会
雨天決行

6/30（日） 10：00 ～

下長瀬あじさい公園（富郷町）

各種バザー、カラオケ大会、木工
製品の販売など
※市役所から会場間の送迎バスを
運行します（要予約）
嶺南公民館　28-6069

お茶摘み体験 in 富郷
要申込

7/7（日） 9：00 ～ 12：00

JA うま富郷出張所に集合

茶摘み、番茶作り、こんにゃく作
り体験、昼食付き（希望者）
20 組（先着順）
1,500円（1組 5名まで）
　JA うま総合経済センター
24-2311

しこちゅ～

紙と神の物語 参加者募集
要申込 （3ページに関連記事）

6/22（土） 10：00 ～ ( 約 3 時間）

集合場所　ルミエール（三島中央）

ガイドの案内で興願寺、三島神社、
中通り商店街などを巡りながら、
本市の歴史を学びませんか！
小学生以上
15 名
6/14（金）17：00 まで
2,000 円 ( 昼食、保険料など含む）
　市観光協会　77-5003

新宮あじさい祭り
～約 2万株のあじさいが咲き

誇るあじさいの里～　

6/15（土） ～ 6/23（日）

新宮町上山 中野地区 国道 319 号線沿

19：30 ～ 21：00 までライトアッ
プのほか、地元特産品の販売など
※新宮 IC から車で 20 分。期間中
は混雑が予想されますので、安全
運転でお越しください
※あじさいモノレールは、6/8（土）
～ 6/30（日）の間に運行予定
観光交通課　28-6187

一般 6,480 円（当日 7,020 円）
※全席指定
※3歳以上有料（2歳以下入場不可）
※前売券が完売した場合は当日券
の販売はありません

May J.
Tour2019 -New Creation-

9/14（土 )17：00 ～（開場 16：00）

しこちゅ～ホール（市民文化ホール）

友の会先行発売
6/10（月）10：00 ～
しこちゅ～ホール（市民文化ホール）
※友の会については、市ホームペー
ジをご覧ください
一般前売発売
6/18（火）10：00 ～
しこちゅ～ホール（市民文化ホール）、
ユーホール（土居文化会館）、明屋書
店（川之江店・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：63137）、e+（イー
プラス）、チケットぴあ（Pコード：
151-775）

地域おこし協力隊・菊池隊員

ほたるを観
み

ませんか！
申込不要・参加費無料

6/14（金）、6/18( 火 )、6/21( 金 )

18：45 ～ 19：45( 受付 18：30 ～ )

下長瀬あじさい公園（富郷町）に集合

観測地点まで、各自の自家用車（二
輪車は原則不可）で移動し、ほた
るを観測します。
懐中電灯
金砂・富郷地区地域おこし協力隊
080-2897-2224（菊池）

しこちゅ～ホール開館記念事業

陸上自衛隊中部方面音楽隊

コンサート　要申込・無料

8/28( 水 )18：30 ～（開場 18：00）

しこちゅ～ホール（市民文化ホール）

郵便往復はがき（私製はがきを除
く）にて申し込みください。応募
はがき 1 枚につき、4 人まで申し
込みできます。

7/16（火）必着（応募多数の場合
は抽選）※未就学児入場不可

返信ウラ

記
入
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要

62 円
切手

799-0113

四国中央市
妻鳥町 1830-1

しこちゅ～ホール
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代表者の

①郵便番号
②住所
③氏名

①代表者住所

②参加希望者すべ
ての氏名（4名まで）

③代表者電話番号

※車いす席をご利
用の方は、その旨
をご記入ください

返信オモテ 往信ウラ

62円
切手

9/23（月・祝 )14：00 ～（開場 13：15）

しこちゅ～ホール（市民文化ホール）

友の会先行発売
7/1（月）10：00 ～
しこちゅ～ホール（市民文化ホール）
※友の会については、市ホームペー
ジをご覧ください
一般前売発売
7/9（火）10：00 ～
しこちゅ～ホール（市民文化ホール）、
ユーホール（土居文化会館）、明屋書
店（川之江店・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：63189）

一般 3,000 円、高校生以下 1,000 円
（当日券は各 500 円増）
※全席指定　※未就学児入場不可
※手話通訳などを希望の方は事前
にお問い合わせください
※前売券が完売した場合は当日券
の販売はありません

しこちゅ～ホール（市民文化ホール）　59-4510

桂きん枝改メ四代桂小文枝

襲名披露公演



　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

10：00 ～ 11：30

とき ところ 内容・対象

7/ 2（火）妻鳥保育園 0歳児主体

7/ 4（木）川之江ふれあい
交流センター 1・2歳児主体

7/ 9（火）川之江図書館 おはなし主体

親子ふれあいあそび
無料

第 5 回アートクラブ院土居絵画教

室作品展

6/8（土）～ 6/23（日）

9：00 ～ 21：30

（初日 12：00から、最終日15：00まで）

【休館日】毎週月曜日、祝日の翌日

　28-6353

ユーホールロビー展
入場無料

キッズ英会話～ Ei-Go! ～
要申込

6/29( 土 )10：00 ～ 11：30

福祉会館 4階　多目的ホール

ロールプレイングやゲームを通し
て楽しく英語を学ぼう！
小学校 1 年生～ 6 年生（1 ～ 3 年
生については保護者同伴）
30 名 ( 定員になりしだい締切）
一般 400 円、会員 200 円
チェルシー・コリンズ（市 CIR)、
市 ALT
　市国際交流協会　28-6014

【開館時間】10：00～ 17：00

4 月から 8月の間は休まず営業しま

す（交湯～館を除く）。

　72-3111

サロンブラン美術協会常任委員

石川憲二　癒しの水彩画展

6/8（土）～ 6/23（日）

霧の森ギャラリー（菓子工房 2階）

力強い筆使いとみずみずしい色彩
で表現された風景画を展示

霧の森ギャラリー展
入場無料

手作り鉢の山野草　三人展

6/8（土）～ 6/23（日）

ふれあい館ギャラリー（ふれあい館内）

可憐で清楚な風情の山野草展。期
間中は苔玉教室も開催

6/23（日）13：30 ～（開場 13：00）

ユーホール（土居文化会館）

宇摩音楽愛好会事務局　
24-5525（武村）

第 22 回宇摩合唱祭
入場無料

第 29 回 郷土の作家展

6/9（日）～ 7/7（日）

3階　企画展示室

【開館時間】9：00～ 16：00

【休館日】毎週月曜日、祝日の翌日

　28-6257

油彩画・水彩画・水墨画など各ジャ
ンルの作品を約 40 点展示

紙のまち資料館の催し
入場無料

6/26（水）18：30 ～ 20：30

保健センター 2階　栄養指導室

外国の料理を作ってみよう！アメ
リカ南部の料理「ビスケット＆グ
レイビー」、「フライドオクラ」、「グ
リーンビーンキャセロール」を作
ります。
高校生以上
30 名
6/18（火）まで
キャシー・ボットキンさん、ヴァ
ニータ・カーシュさん（アメリカ
出身）
一般 1,000 円、会員 500 円
　市国際交流協会　28-6014

アメリカ南部料理教室
要申込

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～「和」で広

がる出会いの輪～　要申込

8/3（土） 

11：30 ～ 15：00（受付 11：00 ～）

サンリバー大歩危

（三好市山城町西宇 1259-1）

小歩危峡にたたずむ宿で和菓子づ
くり講座を受けながら、素敵な出
会いを見つけませんか。
20 歳～ 39 歳の独身の方
男性 15 人、女性 15 人
7/16（火）まで
男性 2,500 円、女性 2,000 円
応募項目を記入し、Ｅメールで申
し込み（応募多数の場合は抽選）
　三好市役所　地方創生推進課
0883-72-7607

■応募項目
件名：「四国まんなか de 愛イベン
ト応募」
本文：氏名（フリガナ）、年齢、性別、
郵便番号、住所、携帯電話番号、
職業、メールアドレス
■応募アドレス
chihousouseisuisin@city.tokushima-
miyoshi.lg.jp
※えひめ結婚支援センターホーム
ページからも申し込みできます

地域おこし協力隊・古沖隊員

じゃがいもの収穫体験と料理！

要申込・雨天決行

6/22(土)10：30～13:00(受付10:00～)

真観寺（富郷町）駐車場に集合

じゃがいもの収穫体験と、じゃが
いもを使った料理づくり、試食（料
理会場へは各自の自家用車で移
動）※雨天時は収穫体験は中止
10名程度（応募多数の場合は抽選）
エプロン、三角巾、タオル、軍手
※収穫作業が可能な服装
6/3（月）～ 6/14（金）
電話またはＥメールで申し込みく
ださい。Ｅメールの場合は、住所、
氏名、年齢、電話番号を明記して
ください（様式自由）。
500 円
　金砂・富郷地区地域おこし協力隊
080-2897-2224（菊池）
machiko.f.shikokuchuo@gmail.com

6/1（土）～ 6/16（日）

川之江ふれあい交流センター

【開館時間】9：00～ 22：00

谷 晶子油絵教室　56-4738（石村）

第 12 回「ピットゥーラの会」油絵展

入場無料

6/9（日）14：00 ～

霧の森交湯～館 2階　研修室

作業唄からお座敷唄まで、三味線
を一緒に楽しみましょう！
川崎民謡会三島支部　
24-4623（石川）

第 10 回川崎民謡会三島支部発表会

～津軽三味線と民謡の調べ～　無料


