
★☆★松山市総合コミュニティセンター★☆★　　

<工作教室>

<星空観望会>

18日（土）
金星、木星と

冬の星を見よう
18：30～20：00

当日の星空の解説を受けた後、野外で天体望遠鏡を使って、金
星と木星などを観察します。また、実際の星空の下で冬の星を見
つけていきます。
※雨天・曇天の場合は、プラネタリウムでの解説のみ実施しま
す。
○事前に電話で受付　○先着50人程度
○参加料:200円(4歳以上)中学生以下は保護者同伴
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23日
（木・祝）

ひな飾りを作ろう
12:00～16:00

(受付は15：30まで)

厚紙に折り紙などで飾りつけをして「ひな飾り」を作ります。
○当日受付（先着70人程度）　○対象：どなたでも
○参加料：100円

実施日 催事名 時間 内容

<季節体感イベント>

実施日 催事名 時間 内容

ホームページアドレス  https://www.cul-spo.or.jp/comcen/fac_child

実施日 時　間 内　　　　　　　容

土・日・祝
※23日除く

12：00～16：00
（受付は15:30まで）

20種類程度の材料を使って、万華鏡やヨーヨーなどを作ってみませんか。
職員が、作り方をご案内します。 ○参加料　100円～900円(材料費)

12:00 事前申込必要

【バックステージツアー・大人のための演劇教室の事前申込方法】
（公財）松山市文化・スポーツ振興財団ホームページから申し込みいただけます。https://www.cul-spo.or.jp/login/
※サイトにログインして参加を希望する催事・教室等を選択（利用には会員登録が必要）

※上記内容は主催者から提供された情報に基づいて作成したものです。主催者・出演者等の都合により、時間帯を変更
する場合がありますので、事前にご確認ください。催事の記載内容については、各主催団体へお問合わせください。

***　こども館　*** お問合せは、こども館　089-943-8228

25 土 第67回松山市公民館研究大会
松山市公民館
連絡協議会

089-948-6602
9:00 10:00

12:00
事前申込必要
※下記参照

大人のための演劇教室 - 13:30 15:30

23 木・祝

バックステージツアー
（公財）

松山市文化・スポーツ
振興財団

文化振興課
089-909-6154

9:30 10:00

イベント情報紙

～きゃめりあ～
2023年

2月号

　公益財団法人松山市文化・スポーツ振興財団が管理・運営する「松山市総合コミュニティセンター」「松山市民会館｣「松
山中央公園｣「松山市考古館」「松山市野外活動センター」「北条スポーツセンター」 の情報を掲載しています。

 ＜みなさまへの大切なお知らせ＞

イベント情報等は、令和５年１月１３日(金)現在のものです。新型コロナウイルス感染症の影響により急
遽、中止・延期等になる場合もありますので、実施の有無については、必ず主催者にお問い合わせください。
ご迷惑をお掛けしますがよろしくお願いします。

休館日　2月6･13･20･27日

***　キャメリアホール　*** お問合せは、文化ホール089-921-8222

日 曜 催　　　　　事　　　　　名 主　　催　　団　　体 開場 開演 終演 摘　　　要

https://www.cul-spo.or.jp/

★☆★松山市総合コミュニティセンター★☆★　　

***　体育館　***           

<各種大会案内>

＜2月利用案内＞

※上記終了時間は、大会進行状況で多少前後する場合がございますのでご了承ください。新型コロナウイルスの今後の状況により予
定は変更されることがあります。

2/6

5 日
愛媛県スイミングクラブ協会チャレンジミート水泳競技会/チャレンジレース

※ 終 日 、 一 般 利 用 は で き ま せ ん。

19 日
春季JO予選会兼短水路春季記録会/チャレンジレース

※ 終 日 、 一 般 利 用 は で き ま せ ん。

★☆★松山中央公園プール★☆★　 休館日　2月6・13・20・27日

　　　　　　お問合せは、松山中央公園プール　089-965-2900

ホームページアドレス　https://www.cul-spo.or.jp/centralpark

日 曜 屋内50mプール全面
屋　内

健康プール
屋　内

幼児用プール
屋内

流水プール

25･26 土・日 県選抜対抗中四国中学生インドアソフトテニス大会 愛媛県ソフトテニス連盟 メイン

※主催者の都合により変更、未掲載、中止の場合があります。

19 日 第19回松山オープンダブルスバドミントン大会 松山市バドミントン協会 メイン

23 木・祝 第104回愛媛県社会人卓球リーグ 愛媛県社会人卓球連盟 メイン

5 日 ニッタクオレンジカップ 松山卓球協会
メイン
サブ

10～12 金～日 第69回四国卓球選手権大会（一般・ジュニアの部） 愛媛県卓球協会
メイン
サブ

1～3 水～金 マイナビ業界研究フェア松山 株式会社マイナビ メイン

4 土 県小中学年別卓球大会松山地区予選 松山卓球協会
メイン
サブ

太陽系やハビタブルゾーン、系外惑星などについて学ぶ、大人からこどもまで楽しめる作品です。
土曜・日曜・祝日の11：00から、その他の平日は13：00から上映開始となります。

お問合せは、体育館　089-943-8188

日 曜 大会名 主催（主管）団体 場所

　★　【水の惑星　～星の旅シリーズ～】

    太陽系の氷を持つ天体を迫力あるCGで紹介しながら、水の惑星地球を見つめ直す旅をする作品です。
土曜・日曜・祝日の14：30から、その他の平日は15：00から上映開始となります。

　★　【ポケットモンスター オーロラからのメッセージ】 ※２月１７日(金）で上映終了

オーロラをテーマにした、大人からこどもまで楽しめる作品です。
土曜・日曜・祝日の11：00から、その他の平日は13：00から上映開始となります。

新番組　＜2月18日(土)から上映開始＞

　★　【クレヨンしんちゃん　宇宙からの来訪者】

***　こども館　*** お問合せは、こども館　089-943-8228

<コスモシアター＞　　※2月25日(土)と26日(日）は貸館のため番組上映はありません。

＜好評上映中＞

★【妖怪ウォッチ♪コマさんからのＳＯＳ！ブラックホールへレッツゴーだニャン♪】

みなさんに人気のあるキャラクターがブラックホールなどの宇宙をを紹介する作品です。
土曜・日曜・祝日の13：00から、その他の平日は14：00から上映開始となります。

休館日　2月6･13･20･27日



★☆★松山市野外活動センター★☆★　　

*** レインボーハイランド ***

★☆★松山市民会館★☆★

＜催事案内＞

-

　　　【全席指定】
　 Ｓ席大人5,500円
　　　  小人3,300円
　 Ａ席大人3,300円
　　　  小人2,200円
※小人：公演当日3
歳以上～小学校6年
生以下が対象

※上記内容は主催者からの提供情報に基づいて作成したものです。主催者・出演者等の都合により、時間帯等を変更する場合があり
ますので、事前にご確認ください。催事の記載内容については、各主催団体へお問い合わせください。
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21 火
劇団四季

「人間になりたがった猫」/松山
劇団四季

0570-008-110
◯ 17:45 18:30

◯ 10：00 10：30 13：00
【関係者のみ】

無料

11:00
14:30

11:30
15:00

-
【全席指定】

前売券4,070円
当日券4,620円

20 月
令和4年度

高資格者等を称える会

川原医療福祉
専門学校

089-946-3388

19 日 爆笑!!お笑いフェス㏌愛媛
グッドラック・プロモー

ション（株）
086-214-3777

◯

13:00 13:30 15:30

【全席指定】
入場無料

※事前申込による
入場券が必要

17:30 18:30 20:30

【全席指定】
A席6,000円
B席5,500円

E席(学生席)2,000円

18 土
愛媛県警察音楽隊

創立70周年記念演奏会
愛媛県警察音楽隊

089-934-0110
◯

9 木
岡本知高

Concerto del Sopranista 2023

（一財）民主音楽協会
四国センター
087-822-9210

◯

　　　【会員制】
入会時大人4,500円
（入会金 500円+月
会 費 2,000 円 × 2ヶ
月 分) 月会 費2,000
円

◯

5 日 新春小鼓打初め会
愛媛曽和韶風会
089-983-0244

◯ 9:30 11:30 17:00 無料

1 水

第593回
松山市民コンサート例会

伊藤悠貴
無伴奏チェロ・リサイタル

松山市民コンサート
089-931-1366

17:30 18:45 21:00

開 場 開 演 終 演 摘　　　　　要
大 中 小

注意事項 応募多数の場合は抽選となります。

休館日　2月7･14･28日
お問い合わせは、松山市民会館　089-931-8181

ホ－ムページアドレス　https://www.cul-spo.or.jp/mcph

日 曜 催　　　事　　　名 主　催　団　体　等
ホール名

申込み
方法

カルスポねっと（イベント・教室・講座　WEB申込システム）

https://www.cul-spo.or.jp/login/  ※サイトにログインして希望の教室を選択（利用には会員登録が必要）

電話・FAX又は事務所にて直接

イベント名・参加者全員の氏名（ふりがな）・郵便番号・住所・電話番号・年齢を記入し、

「松山市野外活動センター（菅沢町乙280番地）　　電話：（089）977-2400　FAX：（089）977-2662」　まで

定員 参加料

2/25(土)
必着

3/11
(土）
～

3/12
(日)

リバイバルキャンプ

参加者自身に自分のキャ
ンプ道具を持参してもら
い、野外活動センター職
員とともにキャンプを楽し
む。※1泊2日

14:00
～

翌12:00

【対象】興味のある
方（17歳以下は保護
者同伴。2人以上の
場 合 は 同 居 に 限
る。）
【定員】30人

1 人 1 区 画
3,200円（追加
は 1 人 に つ き
200円）

休所日　2月6･13･20･27日

お問合せは、松山市野外活動センター　089-977-2400

ホームページアドレス https://www.cul-spo.or.jp/rainbow

受付期間 実施日 催　　事　　名 内　　　　　　容 時　　間

★☆★松山中央公園★☆★　　

〈スポーツ教室案内〉

A

B

C

D

A

B

★☆★北条スポーツセンター★☆★　　

〈各種大会等案内〉

日 球技場

※主催者の都合により変更、未掲載、中止の場合があります。
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23 木・祝 愛媛県U-15サッカーリーグ 球技場

25 土
タグフットボール愛媛大会 日本タグフットボール協会

球技場
体育館

26

日

松山市長杯ママさんレクリエーションバレーボール大会 松山市

愛媛県サッカー選手権大会
（一社）愛媛県サッカー協会

陸上競技場
球技場

11～12 土～日 トンボ杯愛媛県ハンドボール選手権大会 愛媛県ハンドボール協会

体育館18 土 第20回潮見ファインカップ 潮見バレー部

19

4 土 令和4年度愛媛県高等学校新人大会（サッカー） 愛媛県高等学校体育連盟
陸上競技場

球技場

5 日

愛媛県フットサルリーグ入替戦
（一社）愛媛県サッカー協会

体育館

スポーツマスターズ愛媛県大会 陸上競技場

四国中学生7人制ラグビー大会 愛媛県ラグビー協会
球技場

11 土・祝 愛媛県トレセンスタッフ研修会 （一社）愛媛県サッカー協会

申し込み
方法

カルスポねっと（イベント・教室・講座　WEB申込システム）

https://www.cul-spo.or.jp/login/  ※サイトにログインして希望の教室を選択（利用には会員登録が必要）

ハガキ又は坊っちゃんスタジアム管理事務所にて直接

郵便番号・住所・電話番号・氏名（ふりがな）・性別・生年月日・年齢・希望教室名（コース名）を記入し、

ホームページアドレス　https://www.cul-spo.or.jp/hsc

日 曜 大　　　　　会　　　　　名 主　催　団　体 場　　所

「〒790‐0948　松山市市坪西町625-1　松山中央公園管理事務所」　まで

注意
事項

・運動に支障のない18歳以上の方が対象

・応募多数の場合は抽選となります。

休場日又は休館日　年末年始12月29日から翌年1月3日

お問合せは、北条スポーツセンター　089-993-1900

2/23
(木）
必着

3/1
(水）
～

3/17
(金）

テニス教室
(初級コース)

これからテニスを始めたい方、今
まで自己流で練習されていた方を
対象に基本動作をアドバイスする
コースです。（初級Ａ：2回、初級
Ｂ・Ｃ・Ｄ：3回）
※各コース（A～D）よりご希望の
時間帯をお選びください。

火11：00-12：50
【受講料】2,000円
【定員】15人程度

水13：00-14：50

【受講料】
　各3,000円

【定員】
　各15人程度

木 9：00-10：50

金 9：00-10：50

テニス教室
(中級コース)

テニス経験がある方、レベルアッ
プを目指す方を対象にアドバイス
するコースです。（中級Ａ・Ｂ：3回）
※各コース（A・B）よりご希望の日
をお選びください。

木11：00-12：50

金11：00-12：50

　休業日　2月6・13・20・27日
         お問合せは、松山中央公園　089-965-3000

ホームページアドレス　https://www.cul-spo.or.jp/centralpark

受付期間 実施日  内容 開始-終了 摘要



★☆★松山市考古館★☆★　　　　　　　　　　　　　　　

＜各種案内＞

どなたでも

どなたでも

・  「展示解説会　3月18日分」　2月15日（水）～3月8日（水）必着

注意事項 応募多数の場合は抽選となります。

【お知らせ】
＜各教室等への参加に関するお願い＞
　当財団では、皆様が教室等に安心・安全にご参加いただけるよう、施設の換気・消毒のほか以下のとおり新型コロナウイルス感
染予防対策を行っておりますので、ご理解ご協力いただきますようお願いいたします。
＜新型コロナウイルス感染予防対策について＞
・18歳以上で運動しても健康上問題のない方 （健康状態確認票で健康である旨の誓約書の提出が必要）
・新型コロナウイルス感染症対策のため、受付時に検温を実施します。平熱を超える発熱がある方は受講をお断りいたします。
・参加日（毎回）にコロナ予防チェックシート兼出席確認票を提出していただきます。
・下記のチェック項目をご確認いただき、過去２週間において全ての項目に問題のない方のみ教室にご参加いただけます。

≪チェック項目≫
平熱を超える発熱がない／咳、のどの痛みなど風邪の症状がない／だるさ（倦怠感）、息苦しさ（呼吸困難）がない／嗅覚や味覚
の異常がない／体が重く感じる、疲れやすい症状がない／新型コロナウイルス感染症陽性とされた人との濃厚接触がない／同
居家族や身近な知人に新型コロナウイルスの感染が疑われる人がいない／過去1週間以内に政府から入国制限、入国後の観察
期間を必要とされている国、地域等への渡航又は当該在住者との濃厚接触がない／感染リスクの高い行動がない／職場や学校
等で行動制限（自宅待機等）を受けていない/教室・イベント実施日から3日以内【例）実施日が10月10日の場合10月7日以降】
に、自身が参加するスポーツ活動や、文化活動などの団体活動の参加者に陽性者がいない。
※感染状況等により内容は変更になる場合があります。
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申し込み
方法

カルスポねっと（イベント・教室・講座　WEB申込システム）

https://www.cul-spo.or.jp/login/  ※サイトにログインして希望の教室を選択（利用には会員登録が必要）

ハガキ・eメールまたは直接

催事名、参加者全員の郵便番号･住所･氏名(フリガナ)･年齢･電話番号を記入し、次の申込先へ。

＜ハ ガ キ＞〒791‐8032　松山市南斎院町乙67番地6　松山市考古館 「〇〇〇（催事名）」

＜ｅメール＞koukokan@cul-spo.or.jp　　※件名に 「〇〇〇（催事名）」と記入してください。

＜直　　接＞松山市考古館受付で申込用紙に必要事項を記入

＊募集の受付期間　

・  「シンポジウム　2月18日分」　1月15日（日）～2月8日（水）必着

当日の展示観覧券が必要
【時間】 13：30～15：00
【定員】 60人
【申込】 下記参照

梅木謙一

３/18
（土）

令和４年度 特別展『古墳時
代のヤマト～奈良県唐古･
鍵遺跡から纒向遺跡へ～』
　　　　【展示解説会】

当館学芸員がスライドを交えて、邪馬
台国時代の畿内を代表する遺跡であ
る奈良県田原本町の唐古・鍵遺跡や
桜井市の纒向遺跡、出土品について
解説します。

【対象】

【料金】

2/18
（土）

令和４年度 特別展『古墳時
代のヤマト～奈良県唐古･
鍵遺跡から纒向遺跡へ～』
　　　　【シンポジウム】

【テーマ】 【対象】

藤田三郎 【申込】 下記参照
桜井市纒向学研究センター総括研究員

橋本輝彦
松山市考古館長

【料金】 当日の展示観覧券が必要

【パネリスト】 【時間】 13：30～16：00
田原本町埋蔵文化財センター長 【定員】 60人

「卑弥呼のクニを探る～邪馬台国時
代のイヨとヤマト～」

ホームページアドレス　https://www.cul-spo.or.jp/koukokan

実施日 催　　　　　事　　　　　名 内　　　　　　　　　　容 摘　　　　　　　　　　要

2/11
（土･祝）

～
3/19
（日）

令和４年度 特別展『古墳時
代のヤマト～奈良県唐古･
鍵遺跡から纒向遺跡へ～』
　　　　　　【展示会】

邪馬台国時代の畿内を代表する遺跡
である奈良県田原本町の唐古・鍵遺
跡と桜井市の纒向遺跡の出土品など
を展示します。

【料金】 一般200円
65歳以上100円
団体（20人以上）160円
高校生以下無料

【時間】 入館16：30まで

休館日　2月6・13・20・24・27日

お問合せは、松山市考古館　089-923-8777
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