
ﾎｰﾙ
別

文化祭実施委員会
24-1111(内線2719）

　　　  　〃 9:00 17:00 無料
準備 　　　  　〃 17:00 19:00 関係者

文化祭実施委員会 　　　  　〃 9:30 17:00 無料
24-1111(内線2719） 準備 　　　  　〃 17:00 19:00 関係者

文化祭実施委員会
24-1111(内線2719）

宇和島市(担当：番城小学校) 宇和島市(担当：番城小学校)
27-0715 27-0715

パレベストプラン
080-3772-1485

中 みせ家カラオケ愛好会 65-9033 10:00 11:00 16:00 3,000
中 フラハウオリ            28-6380 18:00 22:00 関係者

宇和島市選挙管理委員会
49-7038

文化祭実施委員会
24-1111(内線2719）

高齢者福祉課 高齢者福祉課
24-1111(内線2160） 24-1111(内線2160）

環太平洋短期大学部 パナソニックコンシューマ―マーケティング

22-3179 25-3439
文化祭実施委員会

24-1111(内線2719）

ダンスパフォーマンス
090-7148-8859

琴遊会
32-3153

曹洞宗四国管区教化センター
0897-41-4177

10:00 17:00 展示販売

16:00 展示販売10:00

18:00

16:00

関係者

関係者

17:00

17:00

愛媛県知事選挙投票所

岩本公水&西城雅樹ふたりのビックショー

　　  　　〃

　　  　　〃

9:00 17:00

　　　  　〃

9:00

　　　  　〃

　　　  　〃

【 宇和島市立南予文化会館 】 H.30 / 11　月　の　催　物　予　定　表
平成３０年１０月１５日現在

　　　大　　　　　・　　　　　　中　　　　　　ホ　　　　　　ー　　　　　　　ル 　産　　業　　振　　興　　セ　　ン　　タ　　ー
日 曜 催　　　物　　　名 主　　催　　者 開場 開演 終演

1 木 文化祭　いけばな展 9:00

開演 終了 備考入 　 場 　 料　(円) 催　　物　　名 主　　催　　者 開場

17:00 無料

2 金

17:00 無料3 土

4 日 文化祭　四国民舞輪の会・日本音楽評議員協会 中 12:30 13:00

5 月 休館 休館

18:00 無料

6 火 無料

7 水 　　  　　〃 9:00

17:00文化祭　書道展

16:00 無料

8 木 第30年度 宇和島市小中学校連合音楽会 大 12:00 12:30 15:30 無料 宇和島市小中学校連合音楽会控室

9 金

関係者9:00 17:00

10 土

11 日

12 月 休館 休館

13 火

9:3014 水 会員様の集い 10:30 15:00 関係者

15 木

16 金

17 土

18 日 文化祭　アロハ　フラ　フェスティバル　 中 13:30 14:00 7:00 20:00 関係者

準備 関係者

19 月 休館 休館

無料

20 火

21 水 準備 中 9:00 17:00 関係者 平成３０年度　宇和島市金婚祝賀式

22 木 平成３０年度　宇和島市金婚祝賀式 中 　　　  　〃 9:00 10:30 12:00

23 金 第16回　キッズフェスタ　リハーサル 中 9:00

12:00 関係者

22:00 関係者

　　  　　〃 　　　  　〃

20:30 無料

準備

家電製品展示会24 土 文化祭　輝け未来のキッズ達！キッズチア☆ダンスコラボステージ 中 18:00 18:30

25 日

26 月 休館 休館

　　  　　〃

第22回　琴遊書展29 木 無料

30 金 禅をきく会 中 13:00 13:30 16:00

※ 催し物の内容や時間等、詳しくは主催者にお問い合わせ下さい。　又、主催者の要望により非公開の場合もあります。

27

28

火

水

市民文化祭リハーサル 中

関係者 17:00 無料　　  　　〃 10:00

10:00 17:00

　　　  　〃 中 18:00 22:00

18:00 22:00

　　　  　〃 関係者 準備 13:00

関係者

　　  　　〃

　　　  　〃

　　  　　〃

　　　  　〃

9:30

文化祭　押し花・ちぎり絵展 9:30

9:00

アロハ　フラ　フェスティバル　リハーサル

関係者

関係者9:00


