
しこちゅ～まんなかフェス
「ワンワンとあそぼうショー」
要申込・無料・全席指定

3/21( 日 )

1 回目　

11：30 ～ 12：00

（開場 11：00）

2 回目　

14：30 ～ 15：00

（開場 14：00）

799-0113

四国中央市
妻鳥町 1830-1

しこちゅ～ホール
「ワンワンとあそぼう
ショー」係

往信オモテ 返信ウラ

何も書かないでください

抽選結果を印刷してご返
送します。
当選通知には座席番号も
印刷します。

返信オモテ 往信ウラ

〇〇〇-〇〇〇〇

申込者の

　郵便番号

　住　　所

　名　　前

①郵便番号
②住所
③名前
④電話番号
⑤観覧希望人数
⑥希望公演回（ 1 回目ま
たは 2 回目を記入 ）
⑦ 1 階席落選時、2 階席
を希望する場合はその旨
を記入

※応募多数の場合は抽選になります
※座席は抽選により決定します
※ 2 階席は小さなお子様は見づらい
場合があります
※観覧希望人数は、最大 4人までで、
公演当日に満 1 歳以上のお子様から
人数に含まれます
※ 1 回目、2 回目それぞれご応募で
きますが、当選は 2 公演を通じて１
世帯 1件とさせていただきます
※抽選結果は 3/10（水）までにお送
りします
※当選の返信はがきは、座席指定の
入場券になりますので、当日まで大
切に保管してください。紛失による
再発行はできません

ワンワンと一緒に音楽や、体操を
楽しめるステージショーです。

【出演】ワンワンほか
2/26（金）まで（必着）
郵便往復はがき（私製はがきを除
く）にてお申し込みください。

しこちゅ～ホール（市民文
化ホール） 59-4510

場

ＥＶＥＮＴ情報ＥＶＥＮＴ情報
出かけてみませんか 内容 対象者

参加費

講師

定員 持参品

募集期限・期間 申込方法・申込先

ファクス問い合わせ先備考

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。

©NHK･NED

トリックアート展　要申込

3/15（月）～ 21（日）9：30 ～ 18：00

※ 16（火）は休館日

1回目　 9：30 ～ 10：30

2 回目　11：00 ～ 12：00

3 回目　12：30 ～ 13：30

4 回目　14：00 ～ 15：00

5 回目　15：30 ～ 16：30

6 回目　17：00 ～ 18：00

※初日は 3回目からの開催

しこちゅ～ホール　小ホール

惑わせ、驚かせ、感心させ、笑わ
せるエンターテイメントアート
展。老若男女、親子そろって、誰
もが楽しめます。デジカメ・携帯
電話など撮影できる物をお忘れな
く！
各回 50 人
500 円（3歳以下無料）
しこちゅ～ホール（市民文化ホール）
59-4510

友の会先行販売
2/10（水）10：00～
しこちゅ～ホール（市民文化ホール）
一般前売販売
2/17（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）



ガイドと歩く
四国・参勤交代の道
～新宮町霧の森界隈～
要申込

3/13（土） 10：00 ～（約 3時間）

集合場所　霧の森第 1駐車場

春の訪れを感じながら、ガイドの
案内で「土佐街道」を歩きません
か！ウォーキング後に「霧の森レ
ストラン」でいただく昼食も人気
です♪
小学生以上
8名（最少催行人数 2名）
3/10（水）17：00 まで
2,000 円（昼食、保険料など含む）
　市観光協会　77-5003

      しこちゅ～
紙と神の物語 要申込

2/27（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）
2/24（水）17：00まで
2,000円（昼食、保険料など含む）
　市観光協会　77-5003

2/11（木・祝）13：00 ～

高校生たちの東予地域の歴史文化
への熱い思い、リモートだからこ
その新しい表現方法をご覧くださ
い。
大会プログラム、当日の LIVE 配信
については、県ホームページでご
確認ください。

東予歴史文化資源活用市町連携協
議会事務局（県東予地方局地域政
策課内）　0897-56-0710

第 3回高校生による
歴史文化 PRグランプリ
オンライン開催 無料

四国中央少年少女合唱団

第 52回定期演奏会 無料

【曲目】
希望という名の花を、気球に乗っ
てどこまでも、しゃぼん玉など
【賛助出演】
伊予銀行混声合唱団
四国中央少年少女合唱団
74-3700（大西）

3/7（日）13：30 ～（開場 13：00）　

しこちゅ～ホール（市民文化ホール）

大ホール

～紙を愛し・紙と遊ぶ～

第 33 回紙講座生徒作品展（後期）

2/28（日）～ 4/4（日）

3階　企画展示室

【開館時間】9：00～ 16：00

【休館日】毎週月曜日、祝日の翌日

28-6257

当館が実施している紙講座（5 講
座）のうち「絵手紙、手漉き和紙」
の受講者が一年間学んだ成果約
100 点を発表展示します。

紙のまち資料館の催し
無料

手漉き和紙体験実施中！

毎週火・木・土・日曜日

13：00～ 16：00（受付 15：30 まで）

暁雨館の催し　無料

3/7（日）　9：00 開館

1回目　 9：30 ～

2 回目　10：30 ～

江戸時代から続く暁雨館の庭園を
眺めながら、その歴史や見どころ、
お茶を楽しみます。
各回 10 名（先着順）
2/10（水）9：00 ～
（1団体 3名まで）
500 円（新宮茶飲み比べ・2 種類
コース）
石川安代さん（霧の森日本茶イン
ストラクター）

【開館時間】9：00～ 16：00

【休館日】毎週月曜日、祝日の翌日

　　暁雨館　28-6325

庭を愛でる
～日本茶インストラクターとお茶を

楽しみながら～



男の料理教室参加者募集

2/17（水）9：30 ～
　ちらし寿司、免疫力アップスー
プ他　※調理後、感染症対策を取
りながら試食
　2/15（月）まで
　山中紀美子さん　　 500 円

天満公民館 28-6360

令和 2年度　健康の集い

2/15（月）9：30 ～
輪投げ大会、人権学習講座

※事前に申し込みが必要です
　生涯学習課職員

関川公民館 28-6363

※各公民館のイベントについては、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、日程などが変更になる場合が
あります。開催状況などについては市ホームページなどでご確認ください

県総合科学博物館イベント情報

企画展

「無線電話でたどる通信技術史」

2/20（土）～ 4/11（日）

企画展示室　

1990 年ごろから約 20 年の間に活
躍した携帯電話を展示し、通信技
術の発展と世の中の移り変わりに
ついて紹介するとともに、古き良
き時代を支えた公衆電話やバブル
時代のショルダーホン、5G での
超高速通信の実現に向けた実証実
験など、電気通信についての理解
を深める展示を行います。
常設展示観覧券が必要

0897-40-4100【開館時間】9：00 ～ 17：30

10：00 ～ 11：00

とき ところ 内容・対象

3/3（水）金生公民館 0歳児主体

3/4（木）川之江ふれあい
交流センター 1・2歳児主体

3/9（火）乳児保育所
こども村 おはなし主体

親子ふれあいあそび
無料・要申込

　体操や手遊び、育児相談
　2/22（月）9：00 ～（定員あり）
　乳児保育所こども村　56-1310

企画展関連イベント

「移動基地局車がやってくる」

2/28（日）

サブエントランス　

移動基地局は、災害やイベントな
どで電波が届きにくい場所や届か
ない場所での通信を可能としま
す。普段は見ることのできない移
動基地局車を見学することができ
ます。
無料
参加特典として、「チョロ Q　NTT
ドコモ移動基地局車」を先着 30
名にプレゼントします（対象は小
学生以下）

LED ミニライトを作ろう

2/20（土）～ 4/11（日）の間の土・日・

祝日　11：00 ～ 15：00

エントランスホール

フェルトを使って、オリジナル
LED ミニライトを作ろう。
各日先着 30 名
300 円




