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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

1/16 ～ 2/20（毎週木曜日・全 6回）

19：00 ～ 20：00

市民交流棟 2階　会議室 2

国際交流員とニュースの記事を題
材にして英語を学びませんか。
中級～
20 名
1/15（水）まで
一般 4,000 円、会員 2,000 円
ダニエル・クルーズ（市 CIR）
　市国際交流協会　28-6014

NEWS 英会話②　要申込

英語カフェ④　要申込

1/26（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
1/23（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

第 6回しこちゅ～

国際交流フェスタ　無料

2/9（日）13：30 ～ 16：00

（受付 13：00 ～）

福祉会館 4階　多目的ホール

ブースを巡ってさまざまな国の文
化や食べ物を体験し、みんなで国
際交流を楽しもう！
一人一品、料理またはお菓子（市
販のもので構いません）
市国際化推進実行委員会事務局
（地域振興課内）　28-6014

2/16（日）14：00 ～（開場 13：30）

しこちゅ～ホール（市民文化ホール）

大ホール

一般 800 円、高校生以下 500 円
（当日券は 500 円増）

第 120 回四国中央ふれあい大学講座

ねば～る君ののびーる
教室＆サイエンスマ
ジックショー

入場券市内先行販売

1/8（水）～
文化・スポーツ振興課、しこちゅ
～ホール（市民文化ホール）、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

1/15（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：62564）

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
※未就学児無料（整理券が必要・保
護者同伴）
※年間パスポートをお持ちの方は赤
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

第9回四国中央市紙のまち
新春競書大会　無料

1/19（日）9：00 ～ 12：00

伊予三島運動公園体育館

書道を学ぶ本市・三好市・観音寺
市の小学 3 年生～中学 3 年生の児
童・生徒が一堂に会し、新年の心
新たに書の腕を競います。参加者
が真剣に書と向き合う姿をぜひご
覧ください。
アトラクションとして三島高校
と川之江高校の書道部が書道パ
フォーマンスを披露します。
文化・スポーツ振興課　28-6037

アマチュア芸能団体の祭典

ユーフェスタ 2020

1/19（日）13：00 ～（12：30 開場）

ユーホール（土居文化会館）

市内外のアマチュア芸能グループ
8 団体が出演。日本舞踊、アコー
ディオン・フルート・ピアノ・和
楽器の演奏、フラダンス、歌謡曲
など
☆ゲスト
　原田嘉子さん（和太鼓奏者）
☆司会
　岡部桃子さん（四国中央テレビ）
200 円　※全席自由

ユーホール（土居文化会館）
28-6353

チケット好評販売中

ユーホール（土居文化会館）、地域
振興課（市役所 3 階）、川之江文化
センター

ねば～る君と
　納豆お兄さん

キャラメルマシーン

備考



※全席指定。未就学児入場不可

宮川彬良＆アンサンブル・ベガ　コンサート

3/28（土 )15：00 ～（開場 14：30）

友の会先行販売

1/8（水）10：00 ～
しこちゅ～ホール（市民文化ホール）
一般前売販売

1/15（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、観音寺
ハイスタッフホール、フジグラン川
之江、ローソンチケット（Lコード：
61855）

朝の連続テレビ小説「ひよっこ」、
Eテレの音楽番組「クインテット」
などで大活躍の作曲家・宮川彬良
とアンサンブル・ベガによるコン
サート。一部、四国中央少年少女
合唱団との共演も予定しています。
2,500円、高校生以下1,000円
（当日券は 500 円増）

しこちゅ～まんなかフェス
「ピアノリレーコンサート」出演者募集
要申込・無料（開館記念事業のため）

4/4（土）17：30 ～（開場 17：00）

山崎まさよし
YAMAZAKI MASAYOSHI　

CONCERT TOUR 2020

6,600 円
※全席指定
※友の会割引
はありません

しこちゅ～ホール開館記念一般販売

2/8（土）10:00 ～
しこちゅ～ホール（市民文化ホール）
※1人 2枚まで購入可。しこちゅ～
ホールでの販売枚数には限りがあり
ます。予定枚数を販売しだい終了に
なります

【公演・チケットに関すること】
デューク松山　089-947-3535

（平日 11：00 ～ 18：00）

1/18（土）　小ホール

①東京物語　　　10：00 ～
②ローマの休日　13：30 ～
③書道ガールズ　16：30 ～
④タンポポ　　　19：00 ～
①、②、④は、立花珠樹さん（作
家）と江

え さ し

刺伯
は く よ う

洋さん（南海放送
アナウンサー）による作品解説
があります。
1作品 1,000 円（当日 1,200 円）

前売チケット好評販売中

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）、ローソ
ンチケット（Lコード：66060）
愛媛国際映画祭実行委員会
089-947-5581
新庁舎・文化ホール整備課
28-6022

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
　　〒 799-0113　妻鳥町 1830-1

場

3/21（土 )　午前の部：10：00 ～ 12：00　午後の部：13：00 ～ 17：00

ピアノソロ、連弾、二重奏、他の楽器とのアンサンブル、歌の伴奏など、
しこちゅ～ホールのフルコンサートグランドピアノ（ヤマハ CFX、スタイ
ンウェイピアノ D-274）を演奏してみませんか！
ピアノを演奏できる個人、またはピアノを含むグループ（5名以内）

約 70 組（応募多数の場合は抽選）
2/7（金）まで（必着）
申込書に必要事項を記入のうえ、郵送または直接しこちゅ～ホールへ提出
してください。申込書は新庁舎・文化ホール整備課及びしこちゅ～ホール
に備え付けています。または、しこちゅ～ホールホームページからダウン
ロードすることもできます。

リハーサルは、3/20（金・祝）です。
演奏時間は、個人 5分以内、グループ 7分以内です
（入退場、準備時間を除く）。

(C)おふぃすベガ

第 1回愛媛国際映画祭
四国中央市上映会

※出演は 1人（1グループ）1ステージのみ。重複しての演奏はできません
※エレクトーン、ベースなど、電気を必要とする楽器は使用できません

※申し込み締め切り後、抽選により出演者、出演順を決定します
※当落にかかわらず、2/20 ごろに抽選結果を郵送します
※当選者には、当選通知と仮プログラムを送付します

※全席指定



　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

2/ 4（火）妻鳥保育園 0歳児主体

2/ 6（木）川之江ふれあい
交流センター 1・2歳児主体

2/18（火）川之江図書館 おはなし主体

親子ふれあいあそび
無料

～紙を愛し、紙と遊ぶ～

第 32 回紙講座生徒作品展（前期）

1/26（日）～ 2/23（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

当館が実施している紙講座（6 講
座）のうち、「絵手紙」「折紙・紙
工作」「手すき和紙」の受講者が
1年間学んだ成果を展示します。

紙のまち資料館の催し
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
無料

アートクラブ院大生院作品展

1/18（土）～ 2/2（日）

9：00 ～ 21：30

（初日 12：00から、最終日16：00まで）

【開館時間】9：00 ～ 17：00

【休館日】毎週月曜日、祝日の翌日

　28-6325

図書館・郷土資料館協働事業
ふるさと写真展
～令和につながる 1枚の写真～

1/4（土）～ 1/26（日）

市内各地の昔懐かしい、思い出の
写真を展示します。

暁雨館の催し 無料

1/22（水）～ 1/27（月）

しこちゅ～ホール（市民文化ホール）

2/1（土）～ 2/6（木）

市役所市民交流棟 1階

2/8（土）～ 2/14（金）

ユーホール（土居文化会館）1階

※上記 3会場は最終日 15：00 まで

2/18（火）～ 2/24（月）

川之江ふれあい交流センター 1・2階

NAMY アート展 2020
無料

「パラリンアート世界大会 2019　
準グランプリ及び尾木直樹賞」受
賞を記念し、開催します。
社会福祉法人　光と風　24-4006
生活福祉課　28-6023

2/11（火・祝）12：30 ～ 16：30

ユーホール（土居文化会館）

東予の歴史文化資源などの魅力
や、それらを活用した地域活性化
につながる取り組みを発表しま
す。
東予歴史文化資源活用市町連携協
議会事務局（県東予地方局地域政
策課内）　0897-56-0710

高校生による　無料

歴史文化 PRグランプリ

商業科情報デザイン類型 3 年生の
卒業制作展示のほか、書道部、華
道部、美術部、自然科学部の作品
や活動内容紹介パネル、美術選択
生の作品などを展示します。

三島高等学校　23-2136

1/18（土）～ 1/21（火）

9：00 ～ 17：00（最終日 13：00 まで）

福祉会館 4階　多目的ホール

交流イベント

　1/19（日）13：00 ～ 15：00
　福祉会館 4階　多目的ホール
　茶会（茶道部）、干支色紙プ
　レゼント（書道部・美術部）
　を行います。

愛媛県立三島高等学校芸術
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デザイン卒業制作展　無料

1/19（日）11：00 ～ 15：00

しこちゅ～ホール（市民文化ホール）

One and Only（唯一
無二）のハンドメイ
ド作品や食べ物が
並びます。　
　にじのとびら　77-5254

ハンドメイドイベント
One and Only 入場無料

1/19（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

マジックショー　無料

マジシャンが魅せる魔法
の世界へようこそ！
四国中央マジッククラブ
090-5273-7955（川上）

冬のネイチャーゲーム
～森の木と遊ぼう！～　

要申込

1/26（日）　※雨天決行

10：00 ～ 12：15（受付 9：45 ～）

森と湖畔の公園　中央広場集合

自然とふれあうゲームをしなが
ら、木のぬくもりを感じます。
1/22（水）まで
参加希望者全員の住所、氏名、年
齢、電話番号を明記のうえ、E メー
ルでお申し込みください。
子ども 200 円、高校生以上 300 円
えひめ赤星シェアリングネイ
チャーの会　24-7551（石川）
akaboshisn@gmail.com


