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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

しこちゅ～ホール開館記念事業
しこちゅ～ホール　59-4510

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

3/14（土） 10：00 ～（約 3時間）

集合場所　霧の森第 1駐車場

春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！ウォーキング後に「霧の森レ
ストラン」でいただく昼食も人気
です♪
小学生以上
15 名（最少催行人数 2名）
3/11（水）17：00 まで
2,000 円（昼食、保険料など含む）
　市観光協会　77-5003

2/15（土）～ 2/22（土）

9：00 ～ 17：00　※火曜日は休館

※ 2/15（土）は開展式 10：00 ～

展示作品観覧 11：00 ～

※ 2/22（土）は 16：00 まで

しこちゅ～ホール（市民文化ホール）

第 68 回秋季県展
四国中央市移動展　無料

第 68 回秋季県展に入選した秀逸
な作品のうち、四国中央市からの
出品作品を一堂に展示します。　
文化・スポーツ振興課　28-6043

しこちゅ～まんなかフェス

「ワンワンとあそぼうショー」
要申込・無料・全席指定

3/22( 日 )

1 回目　11：30 ～ 12：00

（開場 11：10）

2 回目　14：30 ～ 15：00

（開場 14：10）

ワンワンと一緒に歌、手遊び、体
操などを楽しめるステージショー
です。

【出演】ワンワンほか

799-0113

四国中央市
妻鳥町 1830-1

しこちゅ～ホール
「ワンワンとあそぼう
ショー」係

往信オモテ 返信ウラ

何も書かないでください

抽選結果を印刷してご返
送します。
当選通知には座席番号も
印刷します。

返信オモテ 往信ウラ

〇〇〇-〇〇〇〇

申込者の

　郵便番号

　住　　所

　名　　前

①郵便番号
②住所
③名前
④電話番号
⑤観覧希望人数
⑥希望公演回（ 1 回目ま
たは 2 回目を記入 ）
⑦ 1 階席落選時、2 階席
を希望する場合はその旨
を記入

※応募多数の場合は抽選になります
※座席は抽選により決定します
※ 2 階席は小さなお子様は見づらい
場合があります
※観覧希望人数は、最大 4人までで、
公演当日に満 1 歳以上のお子様から
人数に含まれます
※ 1 回目、2 回目それぞれご応募で
きますが、当選は 2 公演を通じて１
世帯 1件とさせていただきます
※抽選結果は 3/10（火）までにお送
りします
※当選の返信はがきは、座席指定の
入場券になりますので、当日まで大
切に保管してください。紛失による
再発行はできません

2/28（金）まで（必着）
郵便往復はがき（私製はがきを除
く）にてお申し込みください。

ニコニコおしゃべり
ワンコインコンサート
in しこちゅ～

2/15（土） 15：30 ～（開場 15：00）　

ユーホール（土居文化会館）

【出演】斉田正子さん（ソプラノ）
　　　 林澄子さん（ピアノ）

一般 500 円　高校生以下 100 円

ユーホール（土居文化会館）
28-6353

※全席自由
※事前のチケット販売は行いませ
ん。当日、受付で料金をお支払い
ください

©NHK･NED

しこちゅ～ホール
開館記念冠事業　無料

緑ヶ丘認定こども園

「なかよし発表会」

2/23（日・祝 )10：00 ～（開場 9：30）

緑ヶ丘認定こども園
58-6111

認定こども園三島幼稚園

「ひょうげんかい」

3/8（日 )9：30 ～（開場 9：00）　

認定こども園三島幼稚園
24-3183

場



　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

3/ 3（火）川之江図書館 おはなし主体

3/ 5（木）川之江ふれあい
交流センター 1・2歳児主体

3/10（火）妻鳥保育園 0歳児主体

親子ふれあいあそび
無料

      しこちゅ～
紙と神の物語　要申込

2/22（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）
2/19（水）17：00まで
2,000円（昼食、保険料など含む）
　市観光協会　77-5003

2/28（金）18：00 ～ 21：00

保健センター 2階　栄養指導室

今回は国際交流員ダニエルの家庭
の味「アメリカンキッシュ」、「アッ
プルパイ」を作ります。
高校生以上
30 名
2/17（月）まで
一般 1,000 円、会員 500 円
ダニエル・クルーズ（市 CIR・ア
メリカ出身）
　市国際交流協会　28-6014

ダニエルの料理教室
要申込

～紙を愛し・紙と遊ぶ～

第 32 回紙講座生徒作品展（前期）

2/23（日・祝）まで

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
漉き和紙」の受講者が一年間学んだ
成果を発表展示します。

紙のまち資料館の催し
無料

手漉き和紙体験実施中！

毎週火・木・土・日曜日

13：00～ 16：00（受付 15：30 まで）

四国中央少年少女合唱団

第 51回定期演奏会　無料

【曲目】
四季を歌う、魔法の鈴の音、サヨ
ナラの星など

【賛助出演】
曽我部智花さん（ピアノ独奏）
森實あかりさん（ソプラノ独唱）
四国中央少年少女合唱団
74-3700（大西）

3/8（日）13：30 ～（開場 13：00）　

ユーホール（土居文化会館）

第2回四国中央
いのちの講演会　要申込

2/24（月・祝）10：00 ～ 12：00

（開場 9：30）　

しこちゅ～ホール（市民文化ホール）

小ホール

※託児あり
（無料、先着 10 名、2/16（日）まで
に要予約）

西澤真美子さん（詩人の坂村真民
さんの末娘）が父の思い出ととも
に、いのちの大切さを語ります。

川之江ワン＆オンリーの会
56-5992（脇）
1,000 円（当日 1,200 円）高校生
までは無料
embryo_emyk2225@yahoo.co.jp

チケット購入先

明屋書店川之江店、ボランティア
市民活動センター、四国中央ドッ
トコム、Yショップ川之江星川店、
川之江ワン＆オンリーの会

県総合科学博物館
イベント情報

企画展「自然を記録しよう！標本の

つくり方」

2/22（土）～ 4/5（日）　

動植物の標本のつくり方や標本か
らの情報の読み取り方などを紹介
します。
常設展示室観覧料（高校生以上
520 円、65 歳以上 270 円、中学生
以下は無料）

ちりめんモンスターを探そう！！

上記期間中の土日祝（3/20 ～ 22 を除く）

常設展示観覧料に加えて 200 円

ちりめんじゃこに混じっているい
ろいろな生物を探してみよう。

0897-40-4100

【開館時間】9：00 ～ 17：30


