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

講師

定員

持参品

申込方法・申込先
問い合わせ先

ファクス

〇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。
〇イベントへの参加の際は、マスクの着用など、感染症予防対策をお願いします。
〇状況により、イベントの中止や規模を縮小する場合があります。

川之江にぎわい広場
オープニングイベント

宮川大輔・ケンドーコバヤシ トークライブあんぎゃー

12/6（日）10：00 ～ 15：00
川之江にぎわい広場

1/17（日）16：00 ～（15：00 開場）
しこちゅ～ホール（市民文化ホール）

市営栄町第 2 駐車場付近

大ホール

友の会先行販売
12/9（水）10：00 ～
しこちゅ～ホール（市民文化ホール）
一般前売り販売
12/16（水）10：00 ～

書道パフォーマンス、琴・吹奏楽
の演奏、ダンス、マルシェなど
※詳しくは、市ホームページをご覧
ください
都市計画課 28-6231

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、ロー
ソンチケット（L コード：61934）

仲良し 2 人が市内で行脚した様子をカメラに収めたネタなどをもとに、
完全フリーで繰り広げる必笑トークライブ
出演者：宮川大輔さん、ケンドーコバヤシさん
身分証明書（ご提示をお願いする場合があります）
3,000 円（当日 3,500 円）※全席指定 18 歳未満、高校生入場不可
しこちゅ～ホール（市民文化ホール） 59-4510

北海道歌旅座

翠波高原

初日の出会

無料
1/1（金・祝）6：30 ～翠波高原に集合
※道路が凍結している場合は中止

昭和の歌コンサート

1/21（木）
昼の部 13：30 ～（13：00 開場）
夜の部 18：30 ～（18：00 開場）

友の会先行販売

しこちゅ～ホール（市民文化ホール）
小ホール

しこちゅ～ホール（市民文化ホール）
一般前売り販売

12/11（金）10：00 ～

12/18（金）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、ロー
ソンチケット（L コード：62146）

※毎年、嶺南支所で開催している祝
賀会は行いません
コスモス会
090-5273-5949（宮崎）
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出演者：吉田淳子さん（うた・ピアノ）、高杉奈梨子さん（ヴァイオリン）、
ザ・サーモンズ（コーラス・伴奏）
1,500 円（当日 2,000 円）※全席自由
しこちゅ～ホール（市民文化ホール） 59-4510

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

第 122 回四国中央ふれあい大学講座
カノン♪ふぁみり～コンサート 無料（整理券が必要）
2/6（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

年末年始（12/28 ～ 1/4）
28-6257

整理券配布

まんが似顔絵展
12/13（日）～ 1/17（日）
3 階 企画展示室

12/16（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

カノン

まんが似顔絵クラブ員の似顔絵作
品約 100 点を展示。

©NTV

木原実＆そらジロー

居文化会館）
※前日までに整理券がなくなった
場合、当日の配布はありません

市内で音楽活動をしているカノンが、ゲストにお天気キャスター木原実さ
ん & そらジローを迎え、歌や音楽と共に防災について、クイズやゲームを
交えながら楽しく学べる親子ふれあいステージをお届けします。
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

第 123 回四国中央ふれあい大学講座
菊池桃子講演会
学びで輝く人生を！～すべての世代に贈りたい言葉～

手漉き和紙体験（有料）実施中
火・木・土・日曜日
13：00 ～ 16：00（受付 15：30 まで） 2/14（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

四国中央市内先行販売

暁雨館の催し

12/16（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
一般プレイガイド販売

無料

【開館時間】9：00 ～ 17：00
【休館日】毎週月曜日、祝日の翌日
年末年始（12/28 ～ 1/4）
28-6325

宇摩の変わり者？！
安藤正楽 - 書簡で見る正楽像 12/8（火）～ 2/7（日）
企画展示室 B

12/23（水）10：00 ～
ローソンチケット（L コード：61650）
※完売した場合は当日券の販売はありません

芸能活動のほか、大学の客員教授として教鞭をとるなど、幅広く活躍され
ている菊池桃子さんが、「学び」を通して得たこと、感じたことをわかり
やすくご講演してくださいます。
一般 1,000 円（当日 1,500 円）、高校生以下 500 円（当日 1,000 円）
※全席指定、未就学児入場不可
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

しこちゅ～すまいる ☻ フェスティバル
～子どもたちに笑顔になってもらおう～
12/20（日）13：30 ～ 17：30
しこちゅ～ホール（市民文化ホール）みどりの広場
※雨天時は小ホール及びエントランスホール
しこちゅ～ボラ７（高校生のボラ
幕末の四国中央市に生まれ、明治
～昭和にかけて反戦・反差別を主
張した政治家・思想家の安藤正楽。

ンティアグループ）が中心となり
イベントを企画しました。ステー
ジ発表、ゲーム、イルミネーショ

当展では、書簡を通して正楽に影
響を与えた人物などにも焦点を当
正楽の人物像に迫ります。
てながら、

ン点灯などを行います。
ボランティア市民活動センター
28-6039

無料

市スポーツ協会講座

お菓子の家を作ろう！

要申込

要申込

【受付時間】8：30 ～ 17：00
【休館日】毎週火曜日
年末年始（12/29 ～ 1/3）
川之江体育館 28-6255
※市スポーツ協会のホーム
ページをご確認のうえ、お申
し込みください
クリスマス ベビママヨガ
12/17（木）10：00 ～ 11：00
中之庄公民館

和室

しっかり首が座った 3 か月～ 1 歳
前後の赤ちゃんとママ
※見守り保育あり
7 組程度
1 組 500 円（プレゼント付き、保
険料を含む）
クリスマス ベビーチャクラマッサージ
～便秘改善＆体を温める～
12/23（水）10：00 ～ 11：00
伊予三島運動公園体育館 大会議室
3 か月～ 1 歳前後の赤ちゃんとママ
※見守り保育なし（赤ちゃんとママ
のお二人で参加してください）
7 組程度
1 組 500 円（プレゼント付き、保
険料を含む）

しこちゅ～
ONLINE 文化祭
3/31（水）まで順次公開中！

12/20（日）① 13：00 ～ 14：30
② 15：00 ～ 16：30

寺フェス in しこちゅ～
VOL.2 無料
1/2（土）11：00 ～ 16：00
新長谷寺（寒川町 3214）

しこちゅ～ホール（市民文化ホール）
1 階展示室
グラハムクラッカーを使ってクリ
スマスの飾りにお菓子の家を作っ
てみませんか！
各 4 組（小学生以下は保護者同伴）
12/10（木）まで
一般 1,000 円、会員 500 円
ダニエル・クルーズ（市 CIR）
市国際交流協会
28-6014

クリスマス会
無料・要申込
12/19（土）
14：00 ～ 15：30（受付 1：40 ～）
みしま児童センター 多目的ホール
アフリカンパーティを開催！
サンタさんも来るよ！
小学生
30 名（先着順）
12/10（木）～
Carry on Sound さん
みしま児童センター 28-6072

弾き語りアーティスト・アコース
ティックユニットなどを中心とし
た、お寺で行う野外音楽ライブ＋
マルシェ
寺フェス実行委員会 77-4251

松木康弘油絵展
無料
1/5（火）～ 2/1（月）
9：00 ～ 22：00（最終日 15：00 まで）
川之江ふれあい交流センター
ふるさとを描いた絵を中心に約 20
点展示
74-5451（松木）

冬のファミリーイベント
要申込

with コロナ時代の新しい発表の

12/17（木）16：00 ～
場！演奏やダンスの動画、絵画や 天満公民館
写真の画像など、みなさんの作品
ホットケーキでサンタさんを作り
を募集しています。また、投稿い
ます。
ただいた動画などは、特設ホーム
小学生以下（小学 4 年生以下は保
ページで順次公開していますので、
護者同伴）
ぜひご覧ください。
エプロン、三角巾、マスク
1/31（日）最終締め切り
12/15（火）まで
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

1 つ 200 円
天満公民館

親子ふれあいあそび
無料・要申込

28-6360

松柏ふるさとウォーク

とき

ところ

内容・対象

1/ 7（木）川之江ふれあい
交流センター 1・2 歳児主体

無料

1/13（水）金生公民館

0 歳児主体

1/9（土）8：30 ～

1/19（火）乳児保育所
こども村

おはなし主体

松柏公民館 ※雨天中止
みんなで元気よく歩きましょう！
お楽しみ抽選会もあります。
松柏公民館 28-6062

10：00 ～ 11：00
体操や手遊び、育児相談
12/23（水）9：00 ～（定員あり）
乳児保育所こども村 56-1310

