出かけてみませんか

内容

ＥＶＥＮＴ情報
四国中央市・新居浜市共同開催

別子・翠波はな街道
サイクリング 2019
要申込
10/27（日）7：00 ～ 16：30
順 位 を 競 う 大 会 で は な く、 交 通
ルールとマナーを守り、サイクリ

募集期限・期間
参加費

定員

持参品

申込方法・申込先

講師

問い合わせ先

ファクス

しこちゅ～ホール開館記念事業
しこちゅ～ホール（市民文化ホール） 59-4510

場

ぐっさんのハッピーオン
ステージ 全国 50 ヶ所ツアー
12/22（日 )15：00 ～（開場 14：30）

松山千春
コンサート・ツアー 2019
「かたすみで」
10/25（金）18：30 ～（開場 18：00）

ングを楽しむ大会です。

■ロングコース

対象者

約 110km

四国中央市役所を出発し、新宮地
区、嶺南地区、新居浜市別子山地
区へ向かう往復コース
6,000 円
200 名程度（先着順）

■ミドルコース

約 66km

四国中央市役所を出発し、嶺南地
区、新居浜市別子山地区へ向かう
往復コース
4,000 円
200 名程度（先着順）

■ファミリーコース

約 7km

富郷ダム周辺の法皇湖を周回する
コース
中学生以上 1,500 円
1,000 円
小学生
100 名程度（先着順）
9/2（月）～ 9/30（月）
ホ ー ム ペ ー ジ「 ス ポ ー ツ エ ン ト
リー 翠波 2019」で検索、または
四国中央市観光交通課・新居浜市
運輸観光課の窓口でお申し込みく
ださい。
※詳細は、スポーツエントリーホー
ムページ、または市役所などに備え
付けの大会パンフレットをご覧くだ
さい
別子・翠波はな街道サイクリン
グ実行委員会事務局（観光交通課
内）28-6187

土居のいもたき

歌あり、モノマネあり、トークあり、
しんずい
一人芸の真髄が詰まった 90 分間！
友の会先行販売
9/11（水）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
9/18（水）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、ハイスタッ
フホール（観音寺市民会館）、ローソ
ンチケット（L コード：62237）
4,000 円（当日 4,500 円）
※全席指定。5 歳以上有料。5 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

第 11 回ぴゅあ・ふれんど
ドリームコンサート 要申込
10/6（日 )14：00 ～（開場 13：30）
しこちゅ～ホール（市民文化ホール）
2 台のピアノ、オーボエ、ソプラノ

しこちゅ～ホール開館記念先行販売
9/9（月）10:00 ～ 9/16（月・祝）
しこちゅ～ホール（市民文化ホール）
※ 1 人 4 枚まで購入可
※予定枚数販売次第、終了

開館記念冠事業

無料

合同カラオケ発表会
第 6 回チャリティ秋の歌謡祭
9/29（日 )12：00 ～（開場 11：30）
石川歌謡教室
080-6393-8818（石川）
石川憲二透明水彩画教室作品展
10/2（水 ) ～ 7 日（月）
9：00 ～ 17：00
石川憲二水彩画教室
090-3786-7747（石川）
ハーモニカコンサート
10/6（日 )13：00 ～（開場 12：30）
四国中央ハーモニカサークル
58-3460（別府）
紬会チャリティ歌謡祭
10/20（日 )9：30 ～（開場 9：00）
カラオケクラブ紬会
080-2971-8928（寒川）

要申込

9/10（火）～ 9/30（月）
17：30 ～ 21：00
関川河川敷ふるさと広場
1 人 1,700 円
※ 3 名以上で事前予約が必要です
土居のいもたき運営委員会
74-8825

8,640 円
※全席指定
※友の会割引はありません

ミュージックセンター オオサカヤ
500 円（小学生以下無料）
※当日券あり
28-8264（佐藤）

フラ・オハナ
四国中央 15 周年ハワイアンホイケ
10/20（日 )13：00 ～（開場 12：30）
フラ・オハナ四国中央
090-9456-2420（福田）

親子ふれあいあそび
無料
とき

四国まんなか交流協議会「観音寺市・四国中央市・三好市」市民交流事業

「瀬戸内国際芸術祭 2019
ところ

内容・対象

10/ （
1 火）妻鳥保育園 0 歳児主体
10/ （
3 木）川之江ふれあい
交流センター 1・2 歳児主体
10/ （
8 火）川之江図書館 おはなし主体
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

紙のまち資料館の催し
入場無料
【開館時間】9：00 ～ 16：00
【休館日】毎週月曜日、祝日の翌日

10/28（月）8：15

市役所

アートを巡る旅 in 伊吹島」

三島図書館東駐車場集合

16：30 解散（予定）

ひうちなだ

観音寺市、三好市のみなさんと交流しながら、燧灘に浮かぶ伊吹島で瀬
戸内国際芸術祭 2019 のアート作品鑑賞、伊吹島の歴史などを巡るツアー
（希望者のみ）
、島内散策を通じて島の魅力を楽しみませんか。
20 名程度（応募多数の場合は抽選）
9/2（月）～ 9/30（月）17：00 まで（必着）
事業名（
「市民交流事業」と記載）
、参加希望者全員の住所、氏名、年齢、
電話番号（携帯電話）を記載し、ハガキ・Ｅメール・ファクスのいずれ
かでお申し込みください。
※ファクス、Ｅメールで申し込みされる方は、必ず電話で着信確認をして
ください。着信確認をもって受付完了となります
1,500 円（昼食代）
政策推進課 28-6005
〒 799-0497 三島宮川 4-6-55
28-6057
man-naka@city.shikokuchuo.ehime.jp

28-6257

呉山会水墨画展
9/8（日）～ 10/13（日）
3 階 企画展示室
山水・風景・花を描いた軸装と額
装を約 40 点展示

霧の森ギャラリー展
入場無料
【開館時間】10：00 ～ 17：00
72-3111
花遊 押し花作品展
10/5（土）～ 10/27（日）
霧の森ギャラリー（新宮本店 2 階）

英語カフェ②
（高校生限定）要申込
9/29（日）15：00 ～ 16：30
ジョイフル川之江店
コーヒーなどを飲みながら、ネイ
ティブスピーカーと英会話をして
みませんか！
15 名
9/26（木）まで
一般 500 円、会員 200 円
ダニエル・クルーズ（市 CIR）
、市
ALT
※別途飲食代が必要です
市国際交流協会 28-6014
四国中央ふれあい大学

情報発信事業

まちを行く
「俳諧の里 入野編」要申込
10/5（土）9：30 ～（約 6 時間）
集合場所 暁雨館前駐車場
歴史を歩こう♪里芋掘り体験と里

要申込
9/22( 日 )9：00 ～ 15：00
※天候不良の場合は 9/29（日）に順延
塩塚高原（愛媛県側）
高校生以上
20 名（先着順）
手袋、保険証、昼食
9/10（火）～
1,000 円（保険料）
霧の高原 72-3113
※運動しやすく肌の露出が少ない服
装、運動靴（ハイカット推奨）でお
越しください
※当日の朝、必ず開催の可否を霧の
高原へご確認ください
※お弁当の予約を承ります。必要な
方はお問い合わせください

芋のおみやげ付きです。
20 名（先着順）
9/27（金）まで
1,000 円（昼食、保険料など含む）
事務局へ負担金をご持参ください
（電話予約不可）
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

日曜日、祭日には押し花の体験会
と販売も開催します。

ゆったり空中散歩体験
パラグライダー体験会

こと

さんげん

しゃくはち

筝・三 絃・尺 八による
合奏演奏会 入場無料

赤石山草会 秋の山野草展
10/5（土）～ 10/27（日）
9/29（日）13：00 ～ 15：00
ふれあい館ギャラリー（ふれあい館内） 中之庄公民館 大ホール
可憐で清楚な風情の山野草展。期
地元奏者による伝統楽器の演奏会
尺八連盟 090-4787-1760（森）
間中は苔玉教室も開催します。

しこちゅ～
紙と神の物語 参加者募集
要申込
9/28（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
9/20（金）17：00 まで
2,000 円（昼食、保険料など含む）
市観光協会

77-5003

