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ファクス

掲載しているイベントなどは、新型コロナウイルス感染防止の観点から、中止または延期される場合があります。
実施については市ホームページでご確認ください。
※発熱 ・ せきなどの症状がある方は、 イベントなどへの参加をお控えください

第 16 回四国中央市産業祭＆第 23 回 JA うまグリーンフェスタ
新型コロナウイルス感染症の影響により、規模を縮小して開催します
第 16 回四国中央市産業祭
11/21（土）10：00 ～ 15：00
11/22（日） 9：00 ～ 13：00
伊予三島運動公園体育館屋内
屋外テント各種バザー及び催し物は
中止します。飲食や販売などはあり

ローロー せん

みなとウォーキング＆ RORO 船見学
無料・要申込
11/22（日） 10：00 ～ 12：00
（受付 9:30 ～）解散時、お弁当を配布

ません。
【実施する催し物】
農作物展、紙加工品展、赤石五葉松
盆栽展、ティッシュタワー、書道パ
フォーマンス作品の展示、献血
【中止する催し物】
注） ティッシュタワーの
餅投げ、露店、あさりのつかみ取り、
個数当てクイズは実施しません
ちびっ子列車、農作物せり市、式典
表彰式、フリーマーケット、クイズラリーなど
※来場は、原則として市内在住者の方に限ります
※マスク着用のうえご来場ください（JA うまグリーンフェスタも同様）
※入り口で、代表者の方は来場者カード（住所・氏名・連絡先など）
のご記入をお願いします。必要に応じ、保健所などへ提出する場合が
ありますので、ご了承ください
※検温を行い、37.5℃以上の方は入場できませんので、ご了承ください
※会場内に掲示されている二次元コードを読み込み、えひめコロナお
知らせネットへのご登録をお願いします
※入場を制限する場合がありますので、ご了承ください
※体育館へのシャトルバスの運行はありません
農業振興課

28-6323

28-6126

第 23 回 JA うまグリーンフェスタ
【中止する催し物】
11/21（土）
、11/22（日）
餅 投 げ、 大 鍋 い も 炊 き 販 売、
9：00 ～ 16：00
組合員抽選会、露店、蛇口か
ジャジャうま市（東側屋外テント）
【実施する催し物】
らみかんジュース、パットラ
地元農産物応援フェアー
イス・餅つき実演、ジュニア
〇特産品の地方発送
サッカー大会、あったか荘文
〇 11/22（日）産業祭終了後、
化祭など
農産物展の展示品の即売会

JA うま総合企画部

24-3827

川之江埋立グラウンド集合

やつなうら

八綱浦海浜公園まで約 3 ㎞を歩きます
（戻りはシャトルバスが出ます）。地場
産業を支える「みなと」を歩いてみま
せんか。停泊中の RORO 船（貨物専用
のフェリー）内を見学できる貴重な体
験もできます！
※マスク着用のうえご来場ください
※検温を行い、37.5℃以上の方は参加で
きませんので、ご了承ください
市内在住の小学生以上（小学生は保護
者同伴）
100 名
11/10（火）～ 11/16（月）
※申込状況により募集締切を早める場合
があります
港湾課

28-6036

28-6189

kowan@city.shikokuchuo.ehime.jp
※ファクス、Ｅメールの場合は、参加者
の住所、氏名、年齢、電話番号を明記し
てください（様式自由）

第 69 回秋季県展
四国中央市移動展

無料

11/28（土）～ 12/6（日）
9：00 ～ 17：00
※ 11/28（土）は 10：00 ～
※ 12/ 1（火）は休館
※ 12/ 6（日）は 16：00 まで
しこちゅ～ホール（市民文化ホール）
第 69 回秋季県展に入選した秀逸
な作品のうち、本市からの出品作
品を中心に展示します。
文化・スポーツ振興課 28-6043

「しこちゅ～トランペットサミット」
クリニック受講生募集！

無料・要申込

11/23（月・祝）10：00 ～ 15：00
しこちゅ～ホール（市民文化ホール） 大ホール
本市出身のプロのトランペット奏者 3 人と演奏してみませんか！
高校生以上
20 名程度（応募者多数の場合、抽選を行い、当選者のみに通知）
トランペットは各自でご用意ください。
11/16（月）まで
しこちゅ～ホールに備え付けの申込書に必要事項を記入のうえ、郵送
または直接提出してください。申込書はしこちゅ～ホールホームページ
からもダウンロードできます。
曽我部清典さん、井川明彦さん、仙波克久さん
しこちゅ～ホール（市民文化ホール） 59-4510

クリスマスジャズライブ in しこちゅ～
12/13（日）18：30 ～（18：00 開場）
しこちゅ～ホール（市民文化ホール）
小ホール

親子ふれあいあそび
無料・要申込
とき

ところ

内容・対象

12/3（木）川之江ふれあい
交流センター 1・2 歳児主体
おはなし主体

10：00 ～ 11：00
体操や手遊び、育児相談
11/25（水）9：00 ～（定員あり）
乳児保育所こども村 56-1310

しこちゅ～
紙と神の物語

要申込

11/28（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
8 名（最少催行人数 2 名）
11/25（水）17：00 まで
2,000 円（昼食、保険料など含む）
市観光協会 77-5003

11/11（水）10：00 ～
しこちゅ～ホール（市民文化ホール）
一般前売り販売
11/18（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、ミュージックセンター
オオサカヤ、フジグラン川之江、観
音寺ハイスタッフホール

12/1（火）金生公民館 0 歳児主体
12/4（金）乳児保育所
こども村

友の会先行販売

クリスマスシーズンに心温まるジャズライブはいかがですか！
ゆ き
出演者：栗田敬子トリオ、ゲスト：大西由記さん
中学生以上 2,500 円（当日は 500 円増）※全席自由
しこちゅ～ホール（市民文化ホール） 59-4510

「ニコニコおしゃべり・ワンコインコンサート」
in しこちゅ～
～師走の四国路に奏でるピアノ名曲の数々～
12/5（土）15：30 ～（15：00 開場）
ユーホール（土居文化会館）
出演者：林 澄子
500 円、高校生以下 100 円
（チケット販売はありません。当日、
お支払いください）
※全席自由
ユーホール（土居文化会館）28-6353

第 16 回四国中央市
要申込
綱引き大会
12/20（日）9：00 ～（受付 8：20 ～）
アリーナ土居（土居総合体育館）
地区対抗の部
選手 5 名（うち女性 2 名以上）
一般男女混合の部
選手 5 名（うち女性 2 名以上）
小学 5・6 年生の部
男子・女子 選手 5 名
小学 4 年生以下の部
男子・女子 選手 5 名
※各種目、1 団体 1 チームのみ参加可
市内在住の方
12/9（水）まで
伊予三島運動公園体育館 286071 川之江体育館 28-6255

第 34 回新春やまじっこ
要申込
マラソン大会
1/10（日）8：15 ～受付
関川河川敷ふるさと広場

小雨決行

10 ㎞
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）
5㎞
一般の部 / 男子・女子
（中学生以上）
3㎞
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
市内在住・小学校 3 年生以上
11/25（水）17：00 まで（火曜日
は休館） ※消印有効
伊予三島運動公園体育館、川之江

英語教室（初級）②
要申込
11/18（水）、25（水）、12/2（水）、10（木）、
16（水）、23（水）※全 6 回
10:00 ～ 11:30
市役所市民交流棟 2 階 会議室
国際交流員とテキストを使って英
語の基礎や英会話を楽しく学びま
せんか？

11/14（土）10：00 ～（約 3 時間）
集合場所 霧の森第 1 駐車場

初心者
12 名
11/10（火）まで
一般 6,000 円、SIFA 会員 3,000 円
※教科書代 3,000 円程度が別途必要
です
ダニエル・クルーズ（市 CIR）
市国際交流協会 28-6014

英語カフェ②

要申込

12/6（日）15：00 ～ 16：30
市役所市民交流棟 2 階 会議室
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
12 名
12/2（水）まで
一般 600 円、SIFA 会員 300 円
ダニエル・クルーズ（市 CIR）
、
市 ALT など
市国際交流協会 28-6014

えひめ東予 SAKE ＆ FOOD
FAIR ～七蔵ものがたり～

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）。
一般 2,500 円、高校生 1,000 円、
小・中学生の部 300 円
※保険料を含む
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

要申込
ガイドと歩く
四国・参勤交代の道
～新宮町霧の森界隈～

11/30（月）まで
東予の酒造会社 7 蔵と 20 の飲食
店が連携し、東予の美酒飲み比べ
など特別企画を実施。本市の酒造
会社「梅錦山川」と飲食店「坂ダイ．
ニング」「
、浜政」が参加しています。
※詳細は、イベントホームページを
ご覧ください
東予地方局地域政策課
0897-56-0710

秋の紅葉を感じながら、ガイドの案
内で新宮町に残る「土佐街道」を歩
きませんか！
小学生以上
8 名（最少催行人数 2 名）
11/11（水）17：00 まで
2,000 円（昼食、保険料など含む）
市観光協会 77-5003
路線バスで参加しよう
ガイドと歩く四国・参勤交代の
道に参加する中学生以上の方
（定員 8 名）
【特典】
路線バス回数券、温浴施設当日
利用券、特製タオルを贈呈
※回数券は、行きの運賃支払いに
は使用できません
【片道運賃の参考】
三島駅前～霧の森 890 円
上分～霧の森 720 円
【行き】
三島駅前 7：43 発、上分 7：59 発、
新宮 8：30 着（新宮止まりにつ
き、霧の森まで別途送迎）
【帰り】
霧の森 15：35 発、上分 16：14 着、
三島駅前 16：30 着
11/11（水）17：00 まで
市観光協会への申込時に、路線バ
スを利用する旨を伝えてくださ
い。後ほど詳細をご連絡します。
観光交通課 28-6187

