
ＥＶＥＮＴ情報ＥＶＥＮＴ情報
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

9/13 ～ 10/18（毎週金曜日・全 6回）

10：00 ～ 11：30

市役所 3階　301 会議室（9/13、27）

市民交流棟 2階　会議室 2（9/20、

10/4、11、18）

国際交流員とテキストを使って英
語の基礎を楽しく学びませんか！
初心者
20 名　※最少催行人数 5名
8/30（金）まで
一般 6,000 円、会員 3,000 円
ダニエル・クルーズ（市 CIR）

　市国際交流協会　28-6014

英語教室（初級）②

　友の会 6,460 円　一般 6,800 円
※全席指定。3歳以上有料。3歳未満
のお子様は保護者 1 人につき、1 人
まで膝上での鑑賞無料。席が必要で
あれば有料

一
ひ と と よ う

青窈
TOUR 2019-2020 窈

ようちょうかんかん

窕關關

11/2（土 )18：00 ～（開場 17：30）9/8（日 )15：00 ～（開場 14：30）

※席は 100 席程用意しますが、立ち見
も可能です

林家染太の
ロビー de 落語会　無料

しこちゅ～ホール開館記念事業

開館記念冠事業　無料

川之江カラオケ友好会　
090-1173-3139（原田）

川之江カラオケ友好会 カラオケ発表会

9/8（日 )13：00 ～（開場 12：00）

三島文化交流クラブ　
090-4973-0804（井原）

三島文化交流クラブ カラオケ発表会

9/16（月・祝 )11：00 ～（開場 10：00）

8/14（水）、15（木）、16（金）　

19：00 ～ 22：00（最終日は 22：30 終了予定）

JR 阿波池田駅周辺

※前夜祭（有料）は、8/13（火）18：00 ～
池田総合体育館で行われます
 暑い夏を熱く盛り上げる阿波おどりのシーズ
ンが到来 !今年の「いけだ阿波おどり」には、
三好市観光大使を務める北山たけしさんや、徳
島県住みます芸人など、さまざまなゲストが登
場します。16 日には徳島県阿波踊り協会徳島
支部選抜連が参加するほか、三好市観光連と西
部阿波おどり観光協会の 7連による総踊りが初
めて行われます。詳しくは、三好市公式観光サ
イト「大歩危祖谷ナビ」をご覧ください。

　三好市役所　まるごと三好 観光戦略課　0883-72-7620

　https://miyoshi-tourism.jp

三好市～いけだ阿波おどり～四国まんなかイベントだより

しこちゅ～ホール（市民文化ホール）　59-4510場

HP

友の会先行販売

8/5（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、しこちゅ～ホー
ルのホームページをご覧ください
一般前売販売

8/9（金）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）、ミュージック
センター　オオサカヤ、ローソンチ
ケット（Lコード：61465）

山と湖のフェスティバル
9/28（土）、29（日）

てらの湖畔広場・法皇湖および周辺

タレントの田中律子さんなどによ
るステージイベント、S

サップ

UP・カヤッ
ク体験、BBQ、マルシェなど、豊
かな自然の中でアウトドア・アク
ティビティを楽しもう！
入場無料（各体験などは有料）
南海放送イベント推進部
090-7579-7093

ハジメテトザン
11/3（日・祝）

笹ヶ峰～三傍示山

ベテラン登山ガイド・松本智広さ
んと一緒に山の楽しみ方と安全を
学びながら登るガイドツアーです。
20 名程度
10/31（木）まで
8,000 円（保険料含む）

愛媛バス株式会社　0898-66-0303
有限会社アウトドアーズ・コンパス
089-922-6457

歌謡教室「源」　
090-2789-3984（石川）

第 6回歌謡祭

9/22（日 )9：30 ～（開場 9：00）

※別途テキスト代 3,000 円が必要

※食事は各自用意

落語「ほうじの茶」+ 津軽三味線
など（予定）



てらの・金砂湖畔広場
夏の感謝祭

8/25（日） 10：00 ～ 14：00

てらの湖畔広場

あめごのつかみ取り、産直市など
観光交通課　28-6187

翠波高原コスモスまつり
2019

8/18（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

観月会　　要申込・無料

9/13( 金 )・9/14（土）

暁雨館（開門 17：00　閉門 20：15）

お茶席（要申込）18：00～ 20：00
13 日：真鍋宗美社中
14 日：石川宗英社中
1日 60 名（抽選）
8/18（日）まで（1団体 3名まで）
演奏会（入場自由）19：00～ 19：40
13 日：月と笛吹き（阿部一成さん）
14 日：室内楽のひととき（三谷一
　　　恵さん、三武睦弥さん、金
　　　山由香里さん）
  暁雨館　28-6325

戦後（昭和）マンガ模写展

8/9（金）～ 9/1（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

色鉛筆、クーピー、水彩で描いた懐
かしい昭和のマンガ約100点展示

紙のまち資料館の催し
入場無料

夏休み手漉き体験特別強調月間

8/1（木）～ 8/31（土）の期間中は

毎日実施します（休館日を除く）

13：00 ～ 16：00（受付 15：30 まで）

オリジナルはがき作りなど

10/27（日）13：30 ～（開場 13：00）

しこちゅ～ホール（市民文化ホール）

大ホール

一般 1,000 円、高校生以下 500 円
（当日券は 500 円増）

第 118 回四国中央ふれあい大学講座

茂本ヒデキチ×桜 men

入場券市内先行販売

8/21（水）～

文化・スポーツ振興課、川之江窓

口センター、ユーホール（土居文

化会館）、明屋書店（川之江店）

一般プレイガイド前売り販売

8/28（水）～

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：61773）

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

※全席自由
※未就学児入場不可
※年間パスポートをお持ちの方は橙
色のチケットで入場できます

※完売した場合は当日券の販売はあ
りません

【開館時間】10：00～ 17：00

　72-3111

手漉き和紙に描く

里山燦
さんさん

々写真展

9/8（日）～ 9/28（土）

霧の森ギャラリー（新宮本店 2階）

「里山ものづくり、暮らし、自然」
をテーマに、本市の手漉き和紙に
プリントした写真を展示します。

霧の森ギャラリー展
入場無料

霧の森夏あそび

8/13（火）10：30 ～（受付 10：00 ～）

霧の森　イベント広場

夏だ！弾けろ！毎年人気の水鉄砲
などを使ったゲームを行います。
一部有料
霧の森　72-3111

四国中央市民吹奏楽団
第 29 回定期演奏会

8/24（土） 18：30 ～（開場 18：00）

ユーホール（土居文化会館）

ゲスト：三島西中学校吹奏楽部
500 円（高校生以下無料）
四国中央市民吹奏楽団
090-2825-8814（平田）

川之江高校吹奏楽部
第 42 回定期演奏会
入場無料

8/14（水） 18：00 ～（開場 17：30）

市民会館川之江会館

演奏曲「アラジン・
メドレー」ほか
川之江高等学校　
58-2061

ガイドと歩く
四国・参勤交代の道
～新宮町霧の森界隈～
要申込

9/14（土） 10：00 ～（約 3時間）

※集合場所　霧の森第 1駐車場

秋の空気を感じながら、ガイドの案
内で「土佐街道」を歩きませんか！
小学生以上
15 名（最少催行人数 2名）
9/10（火）17：00 まで
2,000 円（昼食、保険料など含む）
　市観光協会　77-5003



　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

9/ 3（火）妻鳥保育園 0歳児主体

9/ 5（木）川之江ふれあい
交流センター 1・2歳児主体

9/10（火）川之江図書館 おはなし主体

9/26（木）川之江体育館 自由遊び主体

親子ふれあいあそび
無料

9/1（日）14：00～（開場13：30）

川之江ふれあい交流センター　大会議室

　1部「海の勇者」（作：菊池　寛）

　2部「遊びの風景～はる・なつ・
　　　 あき・ふゆ～」（金子みすゞ童　

　　　　 謡集から）

※構成・演出：田辺国武
　1,000 円（大人・小人共通）

みすゞ塾公演 2019

　みすゞ塾事務局
090-6882-3308（池北）
文化・スポーツ振興課　28-6043

※全席自由
※未就学児入場不可

※詳しくは、座・東京みかんのホー
ムページをご覧ください

夏の夜のネイチャーゲーム

～夜は友だち～　要申込

8/24（土）　※雨天決行

19：00 ～ 21：15（受付 18：30 ～）

森と湖畔の公園　中央広場集合

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。
家族連れ、大人、子ども
40 名　※先着順
懐中電灯、バンダナ、敷物、飲み
物、タオル、帽子、虫よけ

8/20（火）まで
大人 300 円（高校生以上）
子ども 200 円
〒 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）

8/17（土）15：30 ～ 17：00

川之江ふれあい交流センター 2階

会議室

本市出身の絵本作家・石津ちひろ
さんによる講演会です。
一般 1,500 円　会員 1,000 円
四国まん中アートコロニー事務局
090-8978-1344

四国まん中アートコロニー

講演会「ことばの力」

8/11（日・祝）11：00 ～ 15：00

ユーホール（土居文化会館）

県内外から雑貨、ワークショップ、
癒し、飲食合わせて約 60 のブー
スが出展します。小学生以下のお
子さんにはプレゼントがあります
（先着順、無くなりしだい終了）。
にじのとびら　77-5254

handmade イベント
ふぃ～る♪ 13

あったかなまちづくり活動支援事業

即興演劇
ワークショップ＆ライブ

渡
わたり

 猛
たけし

さん（即興遊戯者）
　媛茶屋プラス labo
himechaya@gmail.com
090-9772-9635（武村）

楽しい即興ゲームで五感を使っ
て、あなたの中にある「発想力と
表現力」に出会ってみよう♪
中学生以上
50 名
動きやすい服装、タオル、飲み物
500 円

初級：人と話したくなる即興演劇

9/7（土）

13：00 ～ 15：00（受付 12：30 ～）

市民交流棟 2階　会議室 1・2

中級：つながる・ひろがる即興演劇

9/7（土）

18：00 ～ 21：00（受付 17：30 ～）

市民交流棟 2階　会議室 1・2

複数人でシーン創作に挑戦してみ
よう♪
初級体験者、演劇経験者
30 名
動きやすい服装、タオル、飲み物
500 円

即興演劇ライブ「ヒトリワタリ」

9/8（日）

19：00 ～ 20：30（開場 18：00）

cafe+zakka kinari（妻鳥町 1568-1）

渡 猛さんによる、即興 1 人芝居
ライブ
30 名
1,000 円 + ワンオーダー

※はがきまたは E メールに参加希望
者全員の住所、氏名、年齢、電話番
号を明記

※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

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


