出かけてみませんか

内容

ＥＶＥＮＴ情報
新型コロナウイルス感染症の拡大
防止の観点から、発熱・せきなど
の症状がある方は、イベントへの
参加をお控えください。

対象者

募集期限・期間
参加費

講師

定員

持参品

申込方法・申込先
問い合わせ先

ファクス

しこちゅ～トランペットサミット
3 人そろってただいま！
11/22（日）14：00 ～（13：30 開場）
しこちゅ～ホール（市民文化ホール）
大ホール

友の会先行販売
9/9（水）10：00 ～
しこちゅ～ホール（市民文化ホール）
一般前売り販売
9/16（水）10：00 ～

英語カフェ①

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

要申込

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、ロー
ソンチケット（L コード：61524）

9/13（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
9/9（水）まで
一般 600 円、会員 300 円
ダニエル・クルーズ（市 CIR）
、市
ALT
市国際交流協会 28-6014

紙のまち資料館の催し
入場無料
【開館時間】9：00 ～ 16：00
【休館日】毎週月曜日、祝日の翌日
28-6257
「笑顔」人物写真展
9/13（日）～ 10/11（日）
3階

企画展示室

郷土の写真家が撮影した人物の笑
顔の写真を約 30 点展示。

本市出身のトランペット奏者 3 人がコンサートを行います。
出演者：曽我部清典さん、井川明彦さん、仙波克久さん
きだわら
木俵 茜さん（ピアノ）
500 円（当日 800 円） ※全席自由（320 席限定）、未就学児入場不可
しこちゅ～ホール（市民文化ホール） 59-4510

ポーズ専門振付師 外山晴菜
からだ遊びワークショップ 参加者募集！

要申込

10/10（土）午前の部 10：30 ～ 11：40（受付 10：00 ～）
午後の部 14：30 ～ 15：40（受付 14：00 ～）
しこちゅ～ホール（市民文化ホール） 小ホール
体を使って遊びながら「表現力・想像（創造）力・
コミュニケーション力」を身につけます。参加者
にはオリジナル缶バッジを作成しプレゼントします。
5 歳～小学 6 年生のお子さんと保護者（1 組 4 人以内）
各 15 組程度
（応募者多数の場合抽選を行い、当選者のみに通知）
9/7（月）～ 9/25（金）

(C)Yoshiki Romantico

住所、代表者氏名、参加者氏名、年齢（学年）、電話番号を明記し、持参・
郵送・ファクス・E メールのいずれかでお申し込みください（様式自由）。
1 組 1,000 円（お子さん 2 人目からは 1 名追加ごとに 500 円）
ワンポーズクリエイターⓇ外山晴菜さん
しこちゅ～ホール（市民文化ホール） 59-4510
59-4511
〒 799-0113 妻鳥町 1830-1
hall_shikochu002@cosmostv.jp

四国中央ふれあい大学 情報発信事業 要申込
まちを行く～歴史考古博物館・安楽寺編～

ユーホールロビー展
入場無料

10/9（金）9：00 ～ 16：00
集合場所 歴史考古博物館 - 高原ミュージアム -

【休館日】毎週月曜日、祝日の翌日
28-6353
7 月にオープンした歴史考古博物館と、龍の板軒彫刻が見どころの市指定 絵画グループあいあい
「2020 秋のあいあい展」
文化財安楽寺を巡ります。市内の歴史文化に触れてみませんか！
10/10（土）～ 10/23（金）
10 名程度（先着順）
行程（予定）
9：00 ～ 21：30
9/10（木）～ 10/6（火）17：00 まで
歴史考古博物館見学（学芸員解説）
（初日 13：00 ～、最終日 16：00 まで）
1,000 円（昼食、保険料など含む） 安楽寺へバス移動・見学
※電話での予約はできません。当事
霧の森で昼食・新宮茶飲み比べ体験
務局へ負担金を持参いただくことで
歴史考古博物館にて解散
申し込みできます。10/5（月）以降、
暁雨館の催し 無料
キャンセル料が発生します
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

愛媛 FC
マッチシティ四国中央市
9/12（土）19：00 キックオフ
ニンニジアスタジアム
（愛媛県総合運動公園陸上競技場）
愛媛 FC vs ジェフユナイテッド千葉
チケットは、二次元コードから購入し
てください
（JリーグIDの登録が必要）
。
一般 1,000 円
小・中・高校生は無料！
（チケットの取得は必要）
市スポーツ協会事務局
（伊予三島運動公園体育館内）
28-6071（火曜日休館）

【開館時間】9：00 ～ 17：00
【休館日】毎週月曜日、祝日の翌日
28-6325

しこちゅ～
紙と神の物語

オリジナルカードフォルダーが
できました！
要申込

9/26（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、
中通り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）
9/23（水）17：00 まで
2,000 円（昼食、保険料など含む）
市観光協会 77-5003
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～

岩井柊弥選手

渡邊一仁選手

愛媛 FC では、県下 20 市町にそれ
ぞれ応援する選手を決めて、その市
町は決まった選手を応援する「1 市
町 1 選手応援事業」を行っています。
しゅうや
本市の応援選手は MF の「岩井柊弥選
かずひと
手（13 番）」と「渡邊一仁選手（34 番）」
です。みんなで応援しましょう！

10/10（土）10：00 ～（約 3 時間）
集合場所 霧の森第 1 駐車場
秋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！
小学生以上
8 名（最少催行人数 2 名）
10/7（水）17：00 まで
2,000 円（昼食、保険料など含む）
市観光協会 77-5003

さまざまな先人クイズに答えて、
カードをコレクションしよう♪
目指せ、宇摩の先人博士！
クイズは毎日実施しています。

親子ふれあいあそび
無料・要申込
とき

ところ

内容・対象

10/ （
6 火）金生公民館 0 歳児主体
10/ （
7 水）乳児保育所
こども村

おはなし主体

10/ （
8 木）川之江ふれあい
交流センター 1・2 歳児主体
10：00 ～ 11：00
体操や手遊び、育児相談
9/28（月）9：00 ～（定員あり）
乳児保育所こども村 56-1310

