霧の森ギャラリー展

暁雨館の催し

入場無料

入場無料

【開館時間】10：00 ～ 17：00
72-3111

花遊

こんなカタチ -」展

【開館時間】9：00 ～ 17：00
【休館日】毎週月曜日、5/6、5/7
28-6325

押し花作品展

5/5（水・祝）～ 6/6（日）
霧の森ふれあい館ギャラリー

石川憲二

「宇摩の祈り - あんなかたち・

光と影水彩画展

5/15（土）～ 6/13（日）
霧の森ギャラリー（売店 2 階）

写真クラブ瀬戸の虹写真展
6/1（火）～ 6/6（日）
※ 6/1（火 ) は 13：00 ～
※ 6/6（日）は 16：00 まで
市内で活動す
る写真クラブ
のみなさんの

ギャラリートーク

無料

5/9（日）、5/16（日）10：00 ～
歴史考古博物館 - 高原ミュージアム 特別展示室
えんくうぶつ

もくじきぶつ

「円 空仏」や「木 喰仏」など、展
示の見どころを学芸員が解説しま
す。
歴史考古博物館
- 高原ミュージアム -

出かけてみませんか

ＥＶＥＮＴ情報

MYSTERY NIGHT TOUR2021
28-6260

カジュアルな雰囲気で自由な話題
を英語で話しませんか。
高校生以上
12 名
5/14（金）まで
一般 600 円、会員 300 円
ダニエル・クルーズ（市 CIR）
、市
ALT など
市国際交流協会 28-6014

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 8 名（先着順）
5/11（火）～
（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）

（最終日は、16：00 まで）
川之江文化センター 2 階 ホール
宇摩美術会

親子ふれあいあそび
無料・要申込

5/21（金）～ 5/23（日）
9：00 ～ 17：00

56-1213（眞鍋）

とき

ところ

内容・対象

6/ 1（火）妻鳥保育園 0 歳児主体
6/ 3（木）川之江ふれあい
交流センター 1・2 歳児主体
6/ 4（金）川之江体育館 自由遊び主体
乳児保育所
6/15（火）こども村

申込方法・申込先

講師

問い合わせ先

備考

参加費
ファクス

稲川淳二の怪談ナイト

いただき、公演日当日、開場時間の 30 分前から入場口にて指定座席券へ交換しま
す。そのため、お客様同士のお席の間隔が空いたり、前後の並びでのお席になる
場合がありますので、ご了承ください）
しこちゅ～ホールでの一般前売販売
※友の会割引はありません
5/16（日）10：00 ～
※ 1 人 4 枚まで購入可
しこちゅ～ホール（市民文化ホール）
※予定枚数販売しだい、終了
59-4510

6/26（土） 9：00 開館
1 回目
9：30 ～
2 回目 10：45 ～

紙のまち資料館の催し
無料
【開館時間】9：00 ～ 16：00
【休館日】毎週月曜日、祝日の翌日
※ 5 月の休館日
5/6、5/7、5/10 ～ 5/12、5/17
5/24、5/31
28-6257

おはなし主体

10：00 ～ 11：00
体操や手遊び、育児相談
5/26（水）9：00 ～（定員あり）
乳児保育所こども村 56-1310

第 126 回四国中央ふれあい大学講座

第 125 回四国中央ふれあい大学講座

音と語りで楽しむ「セロ弾きのゴーシュ」

ピアノと砂のファンタジー「星の王子さま」

7/3（土）14：00 ～（13：30 開場）
ユーホール（土居文化会館）

6/5（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

あなたの作品展しませんか！
紙に関わる作品展
（絵画・版画・切り絵・ちぎり絵・ペー
展示条件

板などは展示者が原則負担）。展示
入場無料

募集期限・期間

※全席指定（新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、チケットを購入された
方には「整理番号」をお渡しします。チケット販売状況により座席を決めさせて

パークラフト・書道・紙製品の収集
品など）
展示時期 4 週間程度
展示場所 3 階企画展示室
注意事項 展示料無料（ただし、看

第 24 回宇摩美術会展

持参品

5,800 円（当日 6,000 円）

～日本茶インストラクターとお茶を
楽しみながら～

5/23（日）15：00 ～ 16：30
市役所市民交流棟 2 階会議室

定員

7/24（土）15：00 ～（14：00 開場）しこちゅ～ホール（市民文化ホール）大ホール

庭を愛でる

要申込

対象者

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。

作品展です。

英語カフェ①

内容

作業は共同で行い、展示時期などは、
協議調整のうえ決定します。

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

青池玲奈

(C) 武藤章

山崎伸子

寺嶋陸也

若くまだまだ未熟なゴーシュが動物たちと出会い、成
世界中で愛される名作「星の王子さま」。ピアノとサ
ンドアートと朗読で紡ぐ。本当に大切なもの、 美しい
ものを思う儚い物語。
2,000 円 ( 当日 2,500 円）、高校生以下 1,000 円（当日 1,500 円）
※全席指定
※ 2 歳以下無料（保護者 1 名につき 1 名までひざ上での ※全席指定
※未就学児入場不可
鑑賞無料。席が必要であれば有料）
四国中央ふれあい大学事務局
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
（文化・スポーツ振興課内）28-6043
長していく物語をチェロ・ピアノ・語りと歌、そして
クラシックの名曲と共にお届けします。
1,500 円 ( 当日 2,000 円）、高校生以下 800 円（当日 1,300 円）

四国中央市内先行販売
5/14（金）～
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
5/21（金）～
ローソンチケット（L コード：62127）
※完売した場合は当日券の販売はありません

四国中央市内先行販売
販売中
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
販売中
ローソンチケット（L コード：61502）
※完売した場合は当日券の販売はありません

