あかがねミュージアム
2019（令和元年）

10月

1

B1F あかがね座
（多目的ホール）

GL 屋内ステージ
カフェ 広場 ほか

1F にいはまギャラリー
太鼓台ミュージアム

1F アート工房
（創作スペース）

1F アート工房
（展示スペース）

市民ギャラリー

2019/10/11 更新

2F 新居浜市美術館
展示室１

展示室２

★愛媛大学工学部付属高機能材料セン

●町太鼓台 [川東西部地区] 展示

▽あかがね教室 漢字書道

○にいはまSDGsアート・フェスティバ

○新居浜の美術 コレクション展示

ター キックオフシンポジウム

6/3(月)10/5(土) 9:30-17:00

申込〆切 10:00-12:00

ル 2019

(第II期)

＊最終日は15:00まで

8月24日(土)-10月18日(金)

8月24日(土)-10月18日(金)

[問/主催] 愛媛大学工学部

無料 【太鼓台ミュージアム】

9:30-17:00 観覧無料

9:30-17:00 観覧無料

089-927-9676 吉田晋一郎

●ペルー日本人移民120 周年記念巡回

火 15:00-16:00 無料

展 〜マチュピチュ村を拓いた男

2

イベントスケジュール

水

野内

与吉とペルー日本人移民の歴史〜

▽あかがね教室 デジタル写真
申込〆切 10:00-12:00

9/28(土) 11/10(日)

3

木

4

金

5

9:30-17:00

▽あかがね教室 かな書道

無料【にいはまギャラリー】

申込〆切 10:00-12:00
★第15回ステンドグラス工房太田生徒

▽東予東部圏域振興イベント「えひめ

●町太鼓台 [川東西部地区] 展示

さんさん物語」コアプログラム あかが

＊最終日 15:00まで

ね物語 天空の音楽祭【雨天時会場】

【太鼓台ミュージアム】

土 14:00-15:30 ＊チケット完売

作品展
10月4日(金)-10月7日(月)
9:30-17:00 ＊最終日は16:00まで
観覧無料 ※物販あり

●ぼくたちわたしたちの青い壁Project

[問] 新居浜市運輸観光課 0897-65-

中間発表10/5(土) 11/24(日)

1261 [主催] 東予東部圏域振興イベン

9:30-17:00

ト実行委員会

無料【にいはまギャラリー】

[問/主催] 090-6286-3499 太田具子

▽新居浜ふるさと観光大使委嘱記念公
演 石丸幹二 あかがね音楽祭
14:30-15:00 ＊チケット完売 (全席指

6

日 定) ※未就学児の入場はご遠慮ください
[問] あかがねミュージアム 0897-310305 [主催] 石丸幹二さんふるさと観
光大使委嘱記念公演実行委員会

7

月

8

火

9

★第15回ステンドグラス工房太田生徒
作品展

休館日

＊最終日 16:00まで

休館日
●太鼓祭りポスター展

水

10/9(水)〜10/20(日) 9:30-21:00

10 木

観覧無料 [協力] 新居浜市観光協会
●Cuカフェ 金曜の夜イベント

▽おえかきアトリエ

ものづくりの街・新居浜でがんばる未

申込〆切 17:00-19:00

来のエンジニア②『新居浜高専【エコ

11 金

ランプロジェクト】が走った ツインリ
ンクもてぎ』 18:00- 40名
無料 ＊カフェをご利用ください

記号凡例：
問い合わせ先

＊台風の影響を考慮し中止いたします

★星と音楽のガーデンパーティー Vol.2

▽あかがね教室

★ハワイアンフラの大会（コンペティ

16:00-20:00 [主催] Hello! NEW 新居

申込〆切 13:00-15:00

ション）

浜駅周辺アートプロジェクト実行委員

13:30-17:00 有料

会 新居浜市地方創生推進課 0897-65-

12 土 [問] 075-811-8297 上野由理
[主催] ラウアエアエ実行委員会

1238
[問] ママと暮らしのデザイン社
080-3024-8152 高田

○新居浜市美術館

【屋外ステージ・芝生広場】

0897-65-3580
●あかがね
ミュージアム

★ダンスパーティー

●大江太鼓台 [川西地区] 展示

▽えひめさんさん物語チャレンジプロ

○新居浜の美術 コレクション展示

12:30-17:00 対象: 一般愛好者

10/13(日)11月初旬（予定）

グラム「新居浜ガラス物語」サンドブ

（第II期）関連イベント

前売り: 2,000円 当日: 2,000円

9:30-17:00 無料

ラスト体験＆アクセサリー作り

学芸員による展示解説

【太鼓台ミュージアム】

申込〆切 10:00-12:00 サンドブラス

14:00-15:00 無料 ＊参加自由

13 日 [問] 090-8282-8408 髙橋利文
[主催] 髙橋スポーツダンスクラブ

運営グループ

ト体験7名 アクササリー作り13名
参加費: サンドブラスト 3,000円 アク

0897-31-0305

セサリー 500円 要申込・先着順

★その他
各主催者まで
お問い合わせ

水彩画教室

14 月

ください

●SDGsなトークイベント

●大江太鼓台

▽あかがね教室 漢字書道

「新居浜高専 UNIQLO 服のチカラプ

10/14(月祝)-11/9(土) 予定

申込〆切 10:00-12:00

ロジェクトの取り組み」

9:30-17:00

15:00-16:00 30人

無料 【太鼓台ミュージアム】

無料 ＊カフェをご利用ください

15 火

▽ 印の催し
定員に達して
いるため
申込受付は
〆切っています

16 水
17 木

●新居浜太鼓祭り 生中継
10月17日(木)-10月18日(金)
10:00-17:00 無料

18 金 ＊途中入退場自由

◯ 10月の休館日

○にいはまSDGsアート・フェスティバ

○新居浜の美術 コレクション展示

ル 2019 ＊最終日

(第II期) ＊最終日

10/8 (火), 21 (月), 28(月)
イベントスケジュールは、主催者や出演者のやむをえない事情や天候により、予告なく開催予定の内容や時間を変更、中止する場合があります。

あかがねミュージアム
B1F あかがね座
（多目的ホール）

2019（令和元年）

10月

GL 屋内ステージ
カフェ 広場 ほか

1F にいはまギャラリー
太鼓台ミュージアム

イベントスケジュール

1F アート工房
（創作スペース）

1F アート工房
（展示スペース）

★石川猛氏を偲んで ベートーベン生誕

●大江太鼓台

●鉱石をくだいて絵の具をつくろうミ

●太鼓祭りポスター展

250年コンサート

10/14(月祝)-11/9(土) 予定

ニミニ体験☆

10/9(水)〜10/20(日) 9:30-21:00

15:00- 一般1,000円 学生500円

9:30-17:00 無料

10:00〜16:00 入室は15:30まで (時

観覧無料 [協力] 新居浜市観光協会

19 土 [問/主催]

【太鼓台ミュージアム】

パコダ幼稚園 0897-46-3126

9/28(土) 11/10(日)

アイレ コンサート

●ぼくたちわたしたちの青い壁Project

13:30- 無料

中間発表 10/5(土) 11/24(日)

20 日 [問/主催] 090-2824-7702 先山和宏

9:30-17:00 無料

展示室２

無料・申し込み不要

野内

与吉とペルー日本人移民の歴史〜

★クラシックギタークラブ えひめアル

2F 新居浜市美術館
展示室１

間内で自由参加)

●ペルー日本人移民120 周年記念巡回
展 〜マチュピチュ村を拓いた男

市民ギャラリー

2019/10/11 更新

●プラ板版画体験&プレス機解放

●太鼓祭りポスター展

10:30-16:30

＊最終日

(所要時間1時間程度 入室は15:30まで)
対象:小学生以上 10名程度

【にいはまギャラリー】

休館日

21 月

休館日

★ボウイスカウト(ビーバー隊)の

▽あかがね教室 デジタル写真

演劇体験

申込〆切 10:00-12:00

22 火 9:30-12:00 対象: 小学1年生〜5年生
無料 [問] 0897-47-5640 阿部美春
[主催] ボウイスカウト(ビーバー隊)
▽あかがね教室 水墨画

23 水

申込〆切 10:00-12:00
●即興演劇ワークショップ

▽あかがね教室 かな書道

19:00-20:30 無料 事前にメール

申込〆切 10:00-12:00

[問/申込] あかがねミュージアム

24 木

0897-31-0305 担当: 山本
yamamoto@akaganemuseum.jp

25 金

●Cuカフェ 金曜の夜イベント

▽おえかきアトリエ

★第69回新居浜市美術展覧会

『日本プロ野球について語らナイト 結

申込〆切 17:00-19:00

10月25日(金)-11月3日(日)

果を振り返ろう篇』

9:30-17:00 ＊最終日は15:00まで

19:00-20:00 30名

市民ギャラリー、展示室1・2 観覧無料

無料 ＊カフェをご利用ください

[問] 新居浜市教育委員会文化振興課 0897-65-1554 [主催] 新居浜市教育委員会

★第2回全体講習会

●ペルー日本人移民120 周年記念巡回

▽レッツ銅版画【ちょっとコース】

10:00〜11:45

展 関連イベント

申込〆切 13:00-16:00

[対象] 関係者

① 記念講演会: 16:00-17:00 無料

対象: 小・中学生 参加料: 1,000円

[問] 新居浜市南沢津保育園

【屋内ステージ】

26 土 0897-32-9654 伊藤智子
[主催者] 新居浜市 保育協議会

② カフェコンサート: 17:30-19:30
1,500円 40名 (要チケット購入・先着
順) ＊10月9日(水)から販売
【Cuカフェ】

記号凡例：

★令和元年 お手玉遊び市民大会

●レッツ銅版画【ちょっとコース】

問い合わせ先

ぬくもりを届け心を繋いで四半世紀

10:00-12:00

10:00-12:00 小学校対抗団体戦競技

対象: 高校生以上 参加料: 1,000円

13:00-16:00 お手玉を使用したダンス

○新居浜市美術館
0897-65-3580

演技の発表 無料

27 日 [問] お手玉遊び市民大会実行委員会
日本のお手玉の会新居浜支 0897-320302

●あかがね

[主催] お手玉遊び市民大会実行委員

ミュージアム

会・新居浜市・新居浜市教育委員会

運営グループ
0897-31-0305

休館日

28 月

休館日

●笑いヨガ講座

★その他

29 火 18:30-20:00 50人 無料・申込制
申し込み用紙に記入して提出

各主催者まで
お問い合わせ

▽あかがね教室 水墨画

30 水

申込〆切 10:00-12:00

ください
●あかがねシネマ『うた魂♪』

▽ 印の催し
定員に達して
いるため

★第69回新居浜市美術展覧会（華道）

2008年/日本/120分

【前期】10月31日(木)-11月1日(金)

13:30-

31 木

ドリンク付き500円 自由席

9:30-21:00 ＊最終日15:30まで

休
休
休館日

館
館
日
日

休館日

観覧無料
[問] 新居浜市教育委員会文化振興課
0897-65-1554

申込受付は

[主催] 新居浜市教育委員会

〆切っています

◯ 10月の休館日

10/8 (火), 21 (月), 28(月)
イベントスケジュールは、主催者や出演者のやむをえない事情や天候により、予告なく開催予定の内容や時間を変更、中止する場合があります。

