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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

10/27（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、鈴木翼
親子コンサートなど

今年のテーマ

シコチュー　ネッチュー　子育てチュー

10th Anniversary 
まだまだ続くよ　子育て応援隊！

こども課　28-6027

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

　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。

10：00 ～　霧の森イベント広場

バルーンパフォーマンス、和太鼓
集団「響

お と や

屋」による生演奏、新宮
名物の「しし肉」「手作りこんにゃ
く」を使ったおでんの振る舞い、
新宮茶の手もみ体験など
霧の森　72-3111

てらの・金砂湖畔広場
秋の感謝祭

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

しこちゅ～ホール
開館記念冠事業　無料

川之江カラオケ同好会　
090-9771-5918（藤重）

秋の歌謡祭

11/3（日 )16：30 ～ 21：30

（開場 16：00）

詩歌倶楽部 SUNS
090-2785-0090（井原）

詩
う た

歌倶楽部 SUNS 歌謡祭

11/10（日 )9：30 ～ 20：00

（開場 9：00）

四国中央
子育てフェスタ 2019

「新宮茶」秋の味覚を満喫！

霧の森秋の大収穫祭

10/27（日）別子・翠波はな街道サイクリング 2019 同日開催

11/7（木）～ 11/9（土）

9：00 ～ 17：00（最終日 14：00 まで）

しこちゅ～ホール（市民文化ホール）

市文化協会事務局（文化・スポー
ツ振興課内）　28-6043

四国中央市文化協会 文化祭

菊花展・山草展　入場無料

12/1（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）

10/16（水）～ 11/8（金）

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。
1チーム 2,000 円（保険料を含む）
　伊予三島運動公園体育館
28-6071
川之江体育館　28-6255

四国中央市駅伝競走大会
雨天決行

※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

※火曜日の休館日を除く

紙のサーカス（要申込・無料）

11/22（金）18：30～

11/23（土・祝）14：30～、18：30～

しこちゅ～ホール（市民文化ホール）

大ホール

各回 400 名（先着順）
11/15（金）まで
えひめさんさん物語のホームペー
ジ内「紙のサーカス」申し込み
フォームから、または代表者の氏
名、年齢、電話番号、観覧希望回
の日付、開演時間、参加希望人数

（最大 4 名）を記入し、ファクス
でお申し込みください。
東予東部圏域振興イベント実行委
員会（県東予地方局内）
0897-56-1300　　089-995-8784



11/12（火）8：00 ～

集合場所　伊予三島運動公園駐車場

　　　　　（青果市場北側）

岡山県備中松山城で約 8 ㎞（高低
差約 410m）のコースを歩きます。
市内在住の方
24 名（先着順）
10/17（木）8：30 ～ 10/31（木）

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。

2,000 円（バス代、昼食代、保険
料を含む）
　伊予三島運動公園体育館
28-6071

秋満喫 健脚ウォーク‘19
雨天決行

11/4（月）8：45 ～ 12：00

（受付 8：15 ～）

伊予三島運動公園体育館ほか

スポーツクライミング、弓道、バ
ドミントン、体力測定など、約 20
種目のスポーツを体験できます。
小学生以上
10/2（水）～ 10/21（月）

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（小学
生へは各校を通じて配布）に参加
費を添えてお申し込みください。
200 円（保険料を含む）
　伊予三島運動公園体育館
28-6071
川之江体育館　28-6255

スポーツアドベンチャー
in 四国中央市　雨天決行

11/10（日）9：00 ～（受付 8：30 ～）

三島小学校

あったかなまちづくり活動支援事業

あい（AI）のたねをまこう！

AI がわかる講演会（無料）

第 1部 10：00 ～ 11：30

親子で遊べるモノづくり STEM 教育

（無料）

9：00 ～ 16：00（講演会中は休止）

演題「AI は社会や仕事の未来を
どう変える？」
働く世代向け
大西可奈子さん（AI 研究家）

第 2部 13：45 ～ 15：15

演題「AI 時代に輝くために必要
なこと」
子育て世代向け
大西可奈子さん（AI研究家）
高橋真実子さん（FM愛媛ｱﾅｳﾝｻｰ）

牛乳でプラスチックを作ったり、
iPadで 3Dのぬり絵を動かしたり、
親子で楽しく体験！

ロボット＆プログラミング体験

※ 4つのコースによって、対象学年、
時間、金額に違いがあります。詳し
くは、あい（AI）のたねをまこう！
のホームページをご覧
になるか、お問い合わ
せ下さい

iPad で動くダンボールロボット
やプログラミング教室など、4 つ
のワークショップを開催♪
小学生
10/21（月）まで
あい（AI）のたねをまこう！のホー
ムページからお申し込みください。

法皇青年会議所　22-4105

※申し込みは一人につき 2名まで
※ 4 月の「ゆっくりウォーク」に参
加された方は申し込み不可

※火曜日の休館日を除く ※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

11/15 ～ 12/20（毎週金曜日・全 6回）

10：00 ～ 11：30

市民交流棟 2階　会議室 1

※ 12/20は市民交流棟1階　多目的室3

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
10/31（木）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）③

※別途テキスト代 3,000 円が必要

10/20（日）10：00 ～ 16：00

ユーホール

（土居文化会館）

ハロウィンゲーム、雑貨販売など。
仮装コンテスト出場者も募集中！
　にじのとびら　77-5254

かみのまちの　
ハロウィンパーティ 入場無料

SIFAハロウィンパーティ
要申込

10/26（土）

しこちゅ～ホール（市民文化ホール）

小ホール・エントランスホール

○親子ランタン作り

13：00 ～ 15：00

○ハロウィンパーティ

16：00 ～ 18：00

ハロウィンゲーム、仮装コンテス
トなど盛りだくさん！
目隠しおばけ屋敷登場 !!
10/25（金）まで
○親子ランタン作り　1,000 円

○パーティ

一般 300 円、会員 200 円
　市国際交流協会　28-6014

※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



　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

11/ 5（火）妻鳥保育園 0歳児主体

11/ 7（木）川之江ふれあい
交流センター 1・2歳児主体

11/19（火）川之江図書館 おはなし主体

11/20（水）川之江体育館 自由遊び主体

親子ふれあいあそび
無料

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

10/12（土） 、11/9（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）
開催日 3日前の 17：00 まで
2,000 円（昼食、保険料など含む）
　市観光協会　77-5003

しこちゅ～
紙と神の物語　参加者募集
要申込

10/26（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（最少催行人数 2名）
10/23（水）17：00まで
2,000円（昼食、保険料など含む）
　市観光協会　77-5003

しまんと新聞バッグ作品展

10/20（日）～ 12/1（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

新聞紙を使って作成したバッグを
100 点以上展示

紙のまち資料館の催し
入場無料

【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

絵画グループあいあい

「2019　秋のあいあい展」

10/12（土）～ 10/25（金）

9：00 ～ 21：30

（初日 13：00から、最終日15：00まで）

11/23（土・祝）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
11/8（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。

　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 要申込・無料

11/2（土）10：00 ～ 15：00

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、献血など
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　無料

宇摩法人会社会貢献事業

第 21回チャリティー講演会

11/25（月）18：30 ～（17：30 開場）

しこちゅ～ホール（市民文化ホール）

大ホール

演題「ピンチをチャンスに！
～元気な地方が日本を変える～」
無料　※入場整理券が必要
東
ひがしこくばる

国原英夫さん
（元宮崎県知事）

入場整理券は 10/25（金）から、
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、ユー
ホール（土居文化会館）、しこちゅ
～ホール（市民文化ホール）、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

11/9（土）14：00 ～ 15：30

豊岡台病院 1階

機能訓練室

出演者：
古
こ き ん て い き く し

今亭菊志ん
芸
げ い の た る と

乃樽斗
芸
げ い の こ

乃虎や志
し

豊岡台病院　相談室　25-0088

落語会
とよおか寄席　無料

※ 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「体験教室応募」と明記してく
ださい


