出かけてみませんか

場所

ＥＶＥＮＴ情報
第 17 回四国中央市駅伝
競走大会 要申込・雨天決行
12/6（日）9：30 ～
浜公園周辺コース
PTA・中学生・一般男子 2 部（高
校生除く）
・一般女子（高校生含む）
の部

内容

募集期限・期間
参加費

対象者

定員

持参品

申込方法・申込先

講師

問い合わせ先

ファクス

※発熱 ・ せきなどの症状がある方は、
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、 イベントなどへの参加をお控えください
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。

創立 40 周年ツアー第一弾

6 区間 15.6 ㎞
（選手 6 名、補欠 2 名）
鼓童ワン・アース・ツアー 2020 ～鼓 TSUZUMI ～
一般男子 1 部（高校生含む）の部
12/6（日）15：00 ～（14：30 開場）
友の会先行販売
4 区間 15.6 ㎞
（選手 4 名、補欠 2 名） しこちゅ～ホール（市民文化ホール）
10/9（金）10：00 ～
※参加申し込みは、各部門、1 団体
大ホール
しこちゅ～ホール（市民文化ホール）
につき 1 チームに限ります
一般前売り販売
※中学生は一般の部には参加できま
10/16（金）10：00 ～
せん
しこちゅ～ホール（市民文化ホー
※小学生は参加できません
ル）
、ユーホール（土居文化会館）
、
10/12（月）～ 11/1（日）
明屋書店川之江店、ミュージックセ
※火曜日の休館日を除く
ンターオオサカヤ、フジグラン川之
伊予三島運動公園体育館と川之江
江、観音寺ハイスタッフホール、ロー
体育館に備え付けの申込書に参加
ソンチケット（L コード：61351）
費を添えてお申し込みください。
1 チーム 2,000 円（保険料を含む）
太鼓を中心とした伝統的な音楽芸能に無限の可能性を見いだし、現代
こ ど う
伊予三島運動公園体育館
への再創造を試みる「太鼓芸能集団 鼓童」による圧巻のパフォーマ
28-6071
ンス！
川之江体育館 28-6255
5,000 円、高校生以下 2,000 円（当日は各 500 円増）
※全席指定、未就学児入場不可
しこちゅ～ホール（市民文化ホール） 59-4510

スポーツアドベンチャー
in 四国中央市 要申込
11/3（火・祝）9：00 ～ 12：00
（受付 8：45 ～）
伊予三島運動公園体育館ほか
バスケットボール、バドミントン、
スポーツクライミング、体力測定
など、約 20 種目のスポーツを体
験できます。
市内の小学生
10/21（水）まで
※火曜日の休館日を除く
※申込状況により、募集期限を早め
ることがあります
各小学校を通じて配布する申込書
に参加費を添えてお申し込みくだ
さい。
200 円（保険料を含む）
伊予三島運動公園体育館
28-6071
川之江体育館 28-6255

第 121 回四国中央ふれあい大学講座

井上あずみ＆ゆーゆ with 松本梨香
クリスマスコンサート
12/12（土）14：00 ～（13：30 開場）
しこちゅ～ホール（市民文化ホール） 大ホール
スタジオジブリの挿入歌・主題歌などを数多く歌っている井上あずみ
さんとお子さんのゆーゆさん、ポケットモンスターや仮面ライダー龍騎
の主題歌でおなじみの松本梨香さんとの夢のコラボレーションが実現！
1,500 円、高校生以下 800 円（当日は各 500 円増）
※全席指定
※ 2 歳以下無料（保護者 1 名につき、1 名までひざ上での鑑賞無料。席
が必要であれば有料）
入場券販売所
10/14（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）
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

SIFA ミニハロウィン
要申込

令和 2 年度

四国中央市文化協会

文化祭

無料

しこちゅ～ホール（市民文化ホール）
10/24（土）13：00 ～ 15：00
市文化協会事務局（文化・スポーツ振興課内） 28-6043
しこちゅ～ホール（市民文化ホール）
【後期】
みどりの広場（雨天時はエントラン 【前期】
展示の部
展示の部
スホール）
11/6（金）～ 11/8（日）
親子でハロウィンのカボチャの 10/30（金）～ 11/1（日）
提灯「ジャック・オ・ランタン」 9：00 ～ 17：00（11/1 は 16：00 まで） 9：00 ～ 17：00（11/8 は 16：00 まで）
芸能の部（大ホール）
を作成してみませんか！ランタン 芸能の部（大ホール）
作成後、ミニゲームを行います。

11/1（日）10：30 ～

11/8（日）11：00 ～

市内在住の方
12 組（先着順）1 家族 1 個まで
10/9（金）まで
一般 2,000 円、会員 1,000 円
市国際交流協会 28-6014
※当日は、申し込み完了後にお送り
する案内文書をご確認のうえ、ご参
加ください

【前期・後期共通】

秋満喫健脚ウォーク‘20
要申込・雨天決行

しこちゅ～
紙と神の物語

要申込

10/24（土）10：00 ～（約 3 時間）
集合場所 ルミエール（三島中央）

11/10（火）8：45 ～
集合場所 伊予三島運動公園駐車場
（青果市場北側）

菊花展
10/30（金）～ 11/8（日）

歴史感じる
ゆっくりウォーク‘20

要申込・雨天決行
新宮町新宮を楽しく歩きます。
（距
ガイドの案内で興願寺、三島神社、
10/20（火）10：00 ～
離約 16 ㎞）
中通り商店街などを巡りながら、
集合場所 川之江体育館駐車場
市内在住の方
本市の歴史を学びませんか！
川之江城から、7 月にオープンし
20 名（先着順）
小学生以上
た 歴 史 考 古 博 物 館、 向 山 古 墳 を
10/15（ 木 ）8：30 ～ 10/30（ 金 ）
8 名（最少催行人数 2 名）
ゆっくり巡ります。（距離約 8 ㎞）
17：00
10/21（水）17：00 まで
市内在住の方
※火曜日の休館日を除く
2,000 円（昼食、保険料など含む）
20 名 ※抽選により決定
伊予三島運動公園体育館に備え付
市観光協会 77-5003
10/12（月）8：30 ～ 10：30
けの申込書に参加費を添えてお申
抽選日時
し込みください。

ベビ－チャクラマッサージ
無料体験会 要申込・無料
10/28（水）10：00 ～ 11：30
金生公民館 第 1 会議室
3 か月～ 1 歳前後の赤ちゃんとママ
7 組前後
川之江体育館

28-6255

※詳しくは、スポーツ協
会ホームページをご確認
ください

※申し込みは一人につき 2 名まで
‘20」
※
「歴史感じるゆっくりウォーク
に参加される方は申し込み不可
1,000 円（バス代、昼食代、保険
料を含む）
伊予三島運動公園体育館
28-6071

10/12（月）11：00
1,000 円（入館料、昼食代、保険
料含む）
伊予三島運動公園体育館に備え付
けの申込書に、必要事項を記入の
うえお申し込みください。
※申し込みは一人につき 2 名まで
※「秋満喫健脚ウォーク‘20」に参
加される方は申し込み不可
伊予三島運動公園体育館
28-6071

四国中央スカイラン
2020 要申込
11/1（日）8：00 ～ 14：00
「霧の森」をメイン会場・スター
ト地点とし、ススキ景観が美しい
塩塚峰を目指すバーティカルレー
ス（登山競走）
10/19（月）まで
イベントホームページ
からお申し込みくださ
い。
一般 5,800 円 中学生 3,600 円
小 学 生 1,000 円（ 参 加 賞、 保 険
料含む）
人力企画（四国中央スカイラン事
務局）050-5470-2917

切山演奏会
わおん～♪コンサート
無料・雨天決行
10/18（日）13：00 ～ 14：00
国指定重要文化財 真鍋家（金生町
山田井切山地区）
切山にまつわるお話や曲。季節の
曲を和楽器にあわせて一緒に歌い
ましょう♪
ボランティアグループ わおん～♪
090-2783-1508（深川）

親子ふれあいあそび

あったかなまちづくり活動支援事業

無料・要申込

ドライブインシアター
in しこちゅ～ 要申込

とき

ところ

内容・対象

11/ 4（水）乳児保育所
おはなし主体
こども村
11/ 5（木）川之江ふれあい
交流センター 1・2 歳児主体
11/10（火）金生公民館

0 歳児主体

11/18（水）川之江体育館 自由遊び主体
10：00 ～ 11：00
体操や手遊び、育児相談
10/27（火）9：00 ～（定員あり）
乳児保育所こども村

56-1310

しこちゅ～
ONLINE 文化祭
11/3（火・祝）～ 3/31（水）順次公開
with コロナ時代の新しい発表の
場！演奏やダンスの動画、絵画や
写真の画像など、みなさんの作品
を特設ホームページにて公開しま
す。
10/1（木）募集開始
11/3（火）公開開始
11/30（月）一次締め切り（年内公開）
1/31（日）最終締め切り
イベントホームページの募集要項
をご覧ください。
法皇青年会議所 22-4105

10/31（土）、11/1（日）
19：00 ～ 21：30（開場 18：00）
しこちゅ～ホール（市民文化ホール）
北側駐車場
ソーシャルディ
スタンスを確保
しながら楽しめ
るエンタメ！駐
車場に車を停め
て、車の中から
巨大スクリーン
に映った映画を
観賞！車内で食べられるしこちゅ
～グルメも予約販売します！
上映作品
10/31（土）
『SING/ シング』
11/ 1（日）
『ラ・ラ・ランド』
各日 50 台 ※抽選により決定
イベントホームページからお申し
込みください。
※申し込みは 1 組 1 回まで
※詳しくは、イベントホームページ
をご確認ください
1 台 1,000 円
法皇青年会議所
22-4105

霧の森ギャラリー展

紙のまち資料館の催し

無料

入場無料

【開館時間】10：00 ～ 17：00

【開館時間】9：00 ～ 16：00

72-3111

花遊

【休館日】毎週月曜日、祝日の翌日
28-6257

押し花作品展

10/3（土）～ 10/25（日）
霧の森ギャラリー（売店 2 階）
自然の草花に感じるぬくもり。押
し花の魅力をお楽しみください。

赤石山草会

秋の山野草展

10/3（土）～ 10/22（木）
霧の森ふれあい館ギャラリー
清楚な山野草の風情をご鑑賞くだ
さい。

秋の味覚を満喫！第 2 回

霧の森秋の収穫祭

海外の世界遺産の切手と写真展
10/18（日）～ 12/6（日）
3階

企画展示室

11/1（日）10：00 ～ 15：00

海外の約 100 か所の世界遺産の切手

霧の森イベント広場

200 点と世界遺産関連の写真 200 点
を展示

新宮茶や秋の特産品の販売を行い
ます。
※マルシェなどの催しはありません
霧の森 72-3111

