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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

インスタレーション

「紙のまち」（無料）

11/20（水）～11/24（日）

9：00～ 22：00

しこちゅ～ホール（市民文化ホール）

エントランスホール

　東予東部圏域で初めて開催された地域振興イベント「えひめさんさん物語」。6つの物語を中心にさまざまなイベント

が繰り広げられましたが、いよいよ、その壮大な物語の最終章が開催されます。

11/24（日）13：30 ～ 16：00

しこちゅ～ホール（市民文化ホール）　大ホール

※小ホールでの展示は 11/23（土・祝）～ 11/24（日）

コスチューム・アーティストのひ
びのこずえさんが描き下ろした巨
大な本市のイメージや、サーカス
で実際に使われる衣装・小道具・
音楽による巨大なアートインスタ
レーション（芸術表現としての空
間展示）が行われます。

パネルディスカッション、コアプログラム・チャレンジプログラム写
真展、川之江高校書道部・三島高校書道部合同チームによる書道パ
フォーマンスなど

  令和元年度　四国中央市文化協会文化祭  無料

【前期】

展示の部

11/29（金）～ 12/1（日）
9：00 ～ 17：00（12/1 は 16：00 まで）
お茶席（和室）

11/30（土）10：00 ～
芸能の部（大ホール）

12/1（日）10：00 ～ 16：00

こども未来体験教室

　高校生まで
　当日受付
○茶道体験
11/30（土）10：00 ～ 15：00
　30 名
○華道体験
12/1（日）10：00 ～ 15：00
　10 名

　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

場

【後期】

展示の部

12/6（金）～ 12/8（日）
9：00 ～ 17：00（12/8 は 16：00 まで）
お茶席（和室）

12/8（日）10：00 ～
芸能の部（大ホール）

12/8（日）10：00 ～ 15：00

こども未来体験教室

　高校生まで
　当日受付
○茶道体験
12/8（日）10：00 ～ 15：00
　30 名
○華道体験
12/8（日）10：00 ～ 15：00
　10 名

　観光交通課　28-6187

【開館時間】9：00 ～ 17：00

【休館日】毎週月曜日、祝日の翌日

　28-6325

「近藤悳
と く し

志作品展」

11/12（ 火 ）13：00 ～ 11/17（ 日 ）

15：00　企画展示室

創元会会員の近藤悳志さんが描い
た水彩・油彩画約30点を展示しま
す。

暁雨館の催し　　無料

「こどもの似顔絵かきます」

上記期間中、近藤悳志さんがこど
もの似顔絵を描きます。
※11/15（金）は13：00～ 17：00
※お待ちいただく場合があります
のでご了承ください



しこちゅ～ホール開館記念事業（1月～ 3月）
しこちゅ～ホール（市民文化ホール）　59-4510場

2/29（土 )14：00 ～

 （開場 13：30）

友の会先行販売

12/4（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

12/11（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）、フジグラ
ン川之江、ローソンチケット（Lコー
ド：61521）

      オーケストラ公演
大阪フィルハーモニー
交響楽団

一般 3,000 円、高校生以下 1,000 円
（当日券は 500 円増）　

1/12（日）

※観覧募集など詳しくは、広報 12
月号でお知らせします

NHK 公開番組
みんな DE ど～も君 !

英語カフェ③　要申込

11/24（日） 15：00 ～ 16：30

ジョイフル川之江店

カジュアルな雰囲気で自由な話題
を英語で話しませんか。
高校生以上
15名
11/21（木）まで
一般500円、会員200円
ダニエル・クルーズ（市 CIR）、市
ALT

　市国際交流協会　28-6014
※別途飲食代が必要です

2/9（日）

※詳しくは、広報 12 月号でお知ら
せします

坊っちゃん劇場公演

3/28（土）

※詳しくは、広報 1 月号でお知らせ
します

室内楽コンサート
宮川彬良＆アンサンブ
ル・ベガ

3/21（土）、3/22（日）

しこちゅ～まんなか
フェス

ひと・まち・文化の交流事業とし
て、ワンワンとあそぼうショー (22
日のみ )や演劇発表会、マルシェ
などさまざまなジャンルのイベン
トを実施します。

農作物展示・販売（地方発送）、
紙加工品展、赤石五葉松盆栽展、
海産物など販売、フリーマーケッ
ト、各種バザーなど

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

17 日（日）14：10 ～体育館前
農業振興課　28-6323

1 回あたり 15 名（各日 3回開催）

11/8（金）まで
苔玉づくり　　1,000 円
ミニ盆栽体験　2,000 円

　赤石五葉松盆栽組合
　090-6288-2862（鈴木）

11/16（土）10：00 ～ 16：00

11/17（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

もち投げ　※荒天時は中止

農作物せり市

第 15回四国中央市産業祭
＆第 22 回 JA うまグリー
ンフェスタ

産業祭で使用済み小型電子機器の

回収を行います

産業祭会場で、使用済み小型電子機
器（デジタルカメラ、ビデオカメラ、
携帯電話、携帯用テレビ、ゲーム機、
電卓など）を無料回収します。
※データ消去が必要な場合は、ご自
身で消去したうえでお持ち込みくだ
さい
生活環境課　ごみ減量推進係
　28-6015　　28-6059

みしま児童センター
もちつき大会　　　無料

12/1（日） 9：00 ～

みしま児童センター

地域の方とふれあい、楽しい一日
を過ごしませんか。親子で、友達と、
お気軽にご参加ください。
みしま児童センター　28-6072

えひめさんさん物語チャレンジプログラム

苔玉づくり＆ミニ盆栽づくり体験
要申込

※作品はお持ち帰りできます

※苔玉づくりは当日受付もありま
す（若干名）

※ 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

※未就学児入場不可
※詳しくは、広報 2 月号でお知らせ
します



　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

12/ 5（木）川之江ふれあい
交流センター 1・2歳児主体

12/10（火）川之江図書館 おはなし主体

12/17（火）妻鳥保育園 0歳児主体

親子ふれあいあそび
無料

12/15（日）13：30 ～ 17：00

（受付 13：00 ～）

福祉会館 4階　多目的ホール

食べ放題のスイーツビュッフェを
楽しみながら、たくさんの方とお
話しができるパーティです。
20 ～ 35 歳くらいまでの独身の方
男女各 30 名（応募者多数の場合
抽選）※最少催行人数 40 名
男性 3,000 円、女性 2,500 円
12/2（月）まで

えひめ結婚支援センター
0897-47-4853
touyo3@msc-ehime.jp

恋するスイーツパーティ
in 四国中央市　宇摩法人
会 Vol.16　～ 60 人の男女
が出会う X'mas Party ～

11/30（土）9:00 ～ 17：10 頃

集合場所　新居浜駅

瀬戸内運輸（今治市）のほか、フェ
リー、トラック運送会社を見学し
ます。
運輸業界、トラック、バスなどに
興味のある方　※高校生以上
30 名（先着順）
筆記用具
11/15（金）まで
電話または、観光交通課に備え付
けの申込用紙に必要事項を記入の
うえファクスで申し込むか、下記
の QR コードからお申し込みくだ
さい。

　愛媛県公共交通人材確保緊急対
策事業事務局　089-913-7075
089-913-7078

運輸のお仕事
魅力発見バスツアー 無料

12/15（日）9：00 ～（受付 8：20 ～）

アリーナ土居（土居総合体育館）

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
12/4（水）まで
　伊予三島運動公園体育館
28-6071

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

第15回四国中央市
綱引き大会　　　要申込

1/12（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

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
たは市スポーツ協会ホームページ
に掲載の参加申込書と参加料を添
えて下記までお申し込みください
（現金書留、郵便小為替でも可）。
11/25（月）17：00 まで（火曜日
は休館）　※当日消印有効
　市スポーツ協会（伊予三島運動
公園体育館内）　28-6071
〒 799-0422　中之庄町 1665-1

2 ㎞

10 ㎞

5 ㎞

3 ㎞

第 33回新春やまじっこ
マラソン大会　　要申込

しこちゅ～
紙と神の物語　要申込

11/16（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）
11/13（水）17：00まで
2,000円（昼食、保険料など含む）
　市観光協会　77-5003

夢彩祭（ゆめいろフェス）

11/23（土・祝） 10：00 ～ 15：00

伊予三島商店街　

※駐車場は港記念公園

グルメや雑貨など、約 60 店が出
店！スタンプラリー、ミニライブ、
仮装コンテスト、アニマルパーク、

「夢のハート」を完成させよう！、
1日限りの「紙のレストラン」、紙
のアート作品の中でスペシャルラ
ンチ（要予約）など。詳しくはブ
ログ（QRコード）をご覧ください。

「紙のレストラン」申し込み
Swee T omato　080-3163-9443

夢小町実行委員会
090-2787-5051　（片山）

※申込状況により締切日前に受付終
了する場合があるので、お早めにお
申し込みください
※詳しくは、えひめ結婚支援セン
ターのホームページ（QR コード）を
ご覧ください

※保険料を含む


