出かけてみませんか

内容

ＥＶＥＮＴ情報

対象者

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～まんなかフェス
3/21（土）、3/22（日）10：00 ～ 16：00

お笑いライブ
in しこちゅ～
3/22（日）
13：00 ～ 13：45（12：40 開場）
15：15 ～ 16：00（14：55 開場）
小ホール

場

しこちゅ～ホール （市民文化ホール） 59-4510

ピアノリレーコンサート

マルシェ

無料・全席自由

3/21（土）、3/22（日）
10：00 ～ 16：00
しこちゅ～ホール駐車場

3/21（土）10：00 ～ 12：00
13：00 ～ 16：00
大ホール

飲食や雑貨など29店舗が出店します。

四国のご当地キャラ
無料
回遊の陣
はなしょー

ねづっち

3/21（土）、3/22（日）
10：00 ～ 16：00
1 階ロビー、2 階エントランスなど

およそ 70 組の出演者がピアノソ
ロや連弾、二重奏や他の楽器との
アンサンブルなどを披露します。
川之江高校演劇部による特別上演
まさる

越智優

作「見送る夏」

無料・全席自由

四国のご当地キャラ達が、20 分
間を 4 回程度、1 階ロビーや 2 階
エントランスなどを回遊します。

3/21（土）
11：30 ～ 11：50（11：10 開場）
虹の黄昏
15：00 ～ 15：20（14：40 開場）
出演者 2019 年女芸人 NO.1 決定戦
小ホール
四国遍路展
高校 3 年の夏休み。早枝子の家に
「THE W」
準優勝！！！
「はなしょー」
、
～遍路の見た風景～
集まって宿題をする、真由美、し
令和のなぞかけ名人「ねづっち」
、
無料
のぶ、ミチ。高校生らしい軽快な
ハ イ パ ー MAXXX ア ク シ ョ ン 芸 人
3/21（土）、3/22（日）
会話の中に、それぞれの抱える思
「虹の黄昏」
10：00 ～ 16：00
いや悩みが見えてくる。夏の終わ
イベント MC：かわのをとや
1 階展示室
りも近い、ある一日のお話。
3 組の芸人が楽しいお笑いを繰り
「四国八十八箇所霊場と遍路道」
各回 160 名
広げます。また、出演者とじゃん
の世界遺産登録に向けた取り組み
けん大会を行います。勝者には景
として、四国遍路に関する展覧会
品を贈呈します。
映画上映
（写真展）を開催します。
500 円（当日 700 円）
無料・全席自由
※全席自由。未就学児は保護者 1 名
3/21（土）
につき、1 名までは膝上での鑑賞無料。
席が必要であれば有料
前売販売
3/7（土）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、ミュージック
センターオオサカヤ、フジグラン
川之江、ローソンチケット（L コー
ド：62963）
※録音・録画・写真撮影はご遠慮く
ださい
※車椅子席をご利用の方は事前にご
連絡ください
※内容は都合により変更になる場合
があります

水引細工体験

無料

1 階会議室 2
10：30 ～ 11：50 「 劇 場 版 ア ニ

3/22（日）10：00 ～ 16：00
1 階会議室 2
本市の紙と水引を使って自分だけの
かぶと
兜 を作ろう！
※小さなお子さま大歓迎です！

ワンワンとあそぼうショー

メ忍たま乱太郎 忍術学園全員出
動！の陣」
12：30 ～ 14：05 「オズ めざせ！
エメラルドの国へ」
14：30 ～ 16：00 「ミニオンズ」
各回 70 名程度

無料
3/22( 日 )
11：30 ～ 12：00（11：10 開場）
14：30 ～ 15：00（14：10 開場）
大ホール
観覧の申し込みは締め切りまし
た。ただし、ワンワンなどのグッ
ズは、どなたでも購入することが
できます。（10：00 ～ 16：00）

楽器体験

無料

3/21（土）、3/22（日）
10：00 ～ 16：00
練習室 1
ピアノやエレクトーン（21 日のみ）
を体験できます。

四国中央市桜まつり
すすきヶ原入野公園春まつり（夜桜）

向山公園桜まつり
4/5（日）9：00 ～ 15：00
向山公園
※荒天時は上分小学校体育館

3/25（水）～ 4/12（日）
すすきヶ原入野公園

子ども相撲大会、カラオケ大会、バザー、お茶席、
商振会抽選会、もち投げ、各種イベント
上分公民館 28-6248

期間中は 22 時まで照明点灯
※花の開花状況などにより、ちょうちん点灯期間
を変更する場合があります
土居観光協会 74-8825

城山公園桜まつり

三島公園桜まつり
4/5（日）10：00 ～ 14：00

内容を変更する場合があります

※荒天時は 4/6（月）に順延

三島公園ピクニック広場
駐車場：三島図書館東側駐車場

4/5（日）10：00 ～ 16：00
※荒天時は 4/6（月）に順延

川之江城山公園
子ども写生大会、お茶席、火縄銃砲術演武、川之
江紙漉き唄、野戦将棋、津軽三味線演奏、もち投
げなど
川之江観光協会 77-5003
うちの子がイチバン！放送 3 周年記念

ジャジャわん祭り 2020
入場無料

4/5（日）のみ、三島図書館東側駐車場から無料
シャトルバスを運行します。
お茶席、磐座太鼓演奏、津軽三味線演奏、バルー
ン配布、福もち投げ大会、ダンス演技など
三島観光協会 77-5003

しこちゅ～ホール開館記念冠事業
四国中央市・みすゞ塾特別公演
恋し、結婚し、母になったこの街で、おばあちゃんになりたい！

3/29（日）10：00 ～ 16：00
※雨天時は 4/5（日）に順延
ジャジャうま広場（中之庄町）

犬好きの方も、そうでない方も大
集合！愛犬と一緒に参加頂ける、
犬のしつけ教室やワンワン運動会
のほか、アジリティ、ドッグダン
スなど、日頃の訓練の成果も見も
のです。犬を飼っていない方も、
この日は可愛いワンちゃんと触れ
合ってみませんか。
四国中央テレビ

内容を変更する場合があります

24-0130

※雨天時のイベントの中止・順延な
ど に つ い て は、 四 国 中 央 テ レ ビ の
ホームページでお知らせします

音楽劇「この街で～あなたと一緒に～」

4/11（土）18：00 ～（17：30 開場）
4/12（日）13：00 ～（12：30 開場）
17：00 ～（16：30 開場）
しこちゅ～ホール（市民文化ホール）
小ホール
四国中央市、観音寺市、三好市な

第 21 回スタジオミュー
ダンスステージ発表会
3/15（日）
【午前の部】10：30 ～（10：00 開場）
【午後の部】15：30 ～（15：00 開場）
しこちゅ～ホール（市民文化ホール）
大ホール

どから集まった 50 人が創る、心
にしみるお芝居です。
演出：田辺国武さん
電話、メール、ホームページ（QR
コード）から予約
2,000 円（小人・大人共通）
※全席自由、日時指定、未就学児入
場不可
みすゞ塾事務局
090-6882-3308（池北）
info.mikan3@gmail.com

キッズダンス、ヒップホップ、ジャ
ズダンス、バレエ
1,000 円
スタジオミュー 57-1236

土居文化会館生きがい
講座「ライフデザイン」
発表会・作品展
無料
発表会
3/8（日）10：00 ～
ユーホール（土居文化会館）

紙のまち資料館の催し
無料
【開館時間】9：00 ～ 16：00
【休館日】毎週月曜日、祝日の翌日
28-6257

塩塚高原山焼き＆
バスツアー
山焼き
3/29（日）9：00 ～
塩塚高原学童広場周辺

※荒天時は 4/12（日）に順延予定
～紙を愛し・紙と遊ぶ～
第 32 回 紙 講 座 生 徒 作 品 展（ 後 期 ）

コラボで和音講座、太極拳講座、
3/1（日）～ 4/5（日）まで
気功講座が出演します。
3 階 企画展示室

作品展
3/8（日）～ 3/15（日）
9：00 ～ 21：30 ※月曜日は休館
（初日 10：00 ～、最終日 15：00 まで）
ユーホール（土居文化会館）

バスツアー

野菜ソムリエの手ごねパンでラン
チ教室講座、野菜ソムリエの旬の
料理教室講座、おかしとサンド

※荒天時は、4/12（日）に順延予定

イッチの教室講座、楽しい陶芸講
座、切り絵講座、クラフトバンド
（紙バンド）講座、誰でも楽しめ
る盆栽講座から出展します。
※過去の受講生の出展もあります

9：00 ～ 11：30 山焼き観覧
12：00 霧の高原でバーベキュー
13：00 霧の高原出発
13：45 霧の森到着
24 名（最少催行人員 10 名）
3/5（木）9：00 ～

ユーホール（土居文化会館）
28-6353

8：15

当館が実施している紙講座（6 講座）
のうち書道、水引細工、紙バンド
手芸の受講者が一年間学んだ成果 ※定員になりしだい終了
を発表展示します。
中学生以上 3,500 円
手漉き和紙体験実施中！
小学生 2,500 円
毎週火・木・土・日曜日
幼児 1,000 円（2 歳まで無料）
13：00 ～ 16：00（受付 15：30 まで） ※料金には、昼食（バーベキュー）、
特製ぜんざいとお茶、霧の森交湯～
館入浴券、レクリエーション保険が
第 18 回明治大学
マンドリン倶楽部演奏会 含まれています
3/19（木）18：30 ～（18：00 開場）
しこちゅ～ホール（市民文化ホール）
大ホール

ユーホールロビー展
無料
【休館日】毎週月曜日
ユーホール（土居文化会館）
28-6353

霧の森第 1 駐車場を出発
し、塩塚高原へ

霧の森

72-3111

霧の森ギャラリー展

無料
ジュディ・オングさんをゲストに
【開館時間】10：00 ～ 17：00
お迎えし、マンドリンの演奏会を
【休館日】毎週月曜日（祝日の場合
行います。
は翌平日）
当日券 3,500 円（残りわずか）
72-3111
酒駅おおにし 23-3549

第3回

大カイグリ展

3/7（土）～ 4/5（日）
菓子工房新宮本店 2 階

絵画グループあいあい
2020 春のあいあい展
3/7（土）～ 3/20（金・祝）
9：00 ～ 21：30
（初日 11：00 ～、最終日 16：00 まで）

絵画教室「カイグリ」の生徒（幼
児・小学生・大人）が 1 年間に制
作した作品を展示します。

第 24 回市長杯～西日本将棋最強戦～

朝日 S-1 グランプリ 2020

第 37 回川之江吹奏楽団
スプリングコンサート

無料
3/22（日）10：00 ～（受付 9：00 ～）
ユーホール（土居文化会館）2 階
3/14（土）14：00 ～（13：30 開場）
大会議室ほか
ユーホール（土居文化会館）大ホール
特別招待ゲスト
「パプリカ」「栄光の架け橋」ほか
川之江吹奏楽団

第 10 回ジュニア・ 無料
フレッシュコンサート
～羽ばたけ 未来の音楽家～
3/29（日）14：00 ～（13：30 開場）
ユーホール（土居文化会館）大ホール

080-5666-9415（篠原）

ゆ う き

伊奈祐介
七段

長谷川優貴
女流二段

さまざまな音楽コンクールで入賞
した本市在住・出身の学生たちと、

一般の部（トーナメント方式）
S-1（3 段以上または希望者）
A 級（初段・2 段）
B 級（1 級以下）
こどもの部（中学生以下、
リーグ戦）
A 級（有段者または希望者）
B 級（1 級～ 5 級）
C 級（6 級以下）
D 級（初心者）
一般 2,000 円
女性・高校生 1,500 円
小・中学生 1,200 円
※昼食付き

第 10 回を記念して、これまでの
コンサート出演者で、音楽家とし
て活躍する方々をお迎えして、ピ

ハンドメイドイベント
One and Only 2 入場無料
3/20（金・祝）11：00 ～ 15：00
しこちゅ～ホール（市民文化ホール）

四国中央市民吹奏楽団
090-2825-8814（平田）

無料
ところ

内容・対象

4/10（金）川之江体育館 自由遊び主体
4/14（火）川之江図書館 おはなし主体
4/21（火）妻鳥保育園

0 歳児主体

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

無料

3/22（日）14：00 ～（13：30 開場）
福祉会館 4 階 多目的ホール

親子ふれあいあそび

4/ 9（木）川之江ふれあい
交流センター 1・2 歳児主体

三島高等学校吹奏楽部
四国中央市民吹奏楽団

2020 SPRING
ジョイントコンサート

日本将棋連盟十八歩支部
74-7778（苅田）

とき

アノ独奏、管楽器独奏、アンサン
ブルなどを披露します。
ぴゅあ・ふれんど 28-8264（佐藤）

One and Only（唯一無二）のハン
ドメイド作品や Food&Drink が並
びます。唯一無二のアイテムを探
しにお出かけしませんか。新入学・
進級・進学のお祝いに一歩差がつ
くアイテムが、ここにたくさんあ
ります。
にじのとびら 77-5254

