
【休館日】毎週月曜日、祝日の翌日

　28-6353

第 7 回アートクラブ院土居

絵画教室作品展

6/13（日）まで

9：00 ～ 21：00

（最終日は 16：00 まで）

8/25（水）

1部：12：00 ～（11：00 開場）

2部：15：00 ～（14：00 開場）

しこちゅ～ホール（市民文化ホール）

　かわいい赤ちゃん恐竜から大きな
　肉食恐竜まで登場！家族全員で楽
　しく学べるリアル恐竜ショー！
　一般 3,300 円
　友の会会員 3,000 円
　中学生以下 1,500 円
※当日は 500 円増
※全席指定
※ 2 歳以下無料（保護者 1 名につき
1 名までひざ上での鑑賞無料。席が
必要であれば有料）
　　しこちゅ～ホール
　　（市民文化ホール）59-4510

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。

リアル恐竜ショー
恐竜パーク

ユーホールロビー展
入場無料

友の会先行販売

7/ 7（水）10：00 ～
しこちゅ～ホール（市民文化ホール）
一般前売販売

7/14（水）～
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）、明屋
書店川之江店、ミュージックセン
ターオサカヤ、フジグラン川之江、
観音寺ハイスタッフホール

一般プレイガイド販売

ローソンチケット
（Lコード：62505）
※各店舗により販売開始時間は異な
りますので、事前にご確認ください

6/12（土）～ 7/31（土）

13：00 ～ 15：00

（毎週土曜日・全 8回）

三島医療センター北側

（宇摩調剤薬局跡）

　健康的で心に優しいゲームで、認
　知症予防に非常に効果があると言
　われています。初心者の方もお気
　軽に参加してください。
  30 名程度（先着順）
　１回 500 円（用具使用料）
　初回受講時に別途教材費 2,000 円
　　健康マージャン協会四国中央
　090-9778-7514（伴野）

健康マージャン
初心者入門教室 要申込

6/11（金）ジャジャうま市

6/18（金）おいでや市

9：00 ～ 13：00

県下一の茶産地として名高い新宮・
　富郷地域の新芽の良さを引き出し
　た、香り豊かな新茶に仕上がりま
　した。5 月上旬に収穫した「走り
　の新茶」のさわやかな風味をお楽
　しみください。
　お茶、加工品、霧の森大福の販売
　などが行われます。
　新宮・富郷ブレンド茶 80g
　1,000 円（イベント価格）

市うま茶振興協議会
　28-6323

「新宮・富郷ブレンド新茶」商品化

新茶即売フェア

英語教室（初級）①
要申込

6/16、6/30、7/7、7/14、7/21、7/28

（水曜日・全 6回）

10：00 ～ 11：30

市役所市民交流棟 2階　会議室

　英語の基礎や英会話を楽しく学び
　ませんか？
　初心者
　12 名（最少催行人数 5名）
　6/10（木）まで
　一般 6,000 円、会員 3,000 円
　（教科書代 3,000 円程度が別途必
　要です）
  ダニエル・クルーズ（市 CIR）
　　市国際交流協会　28-6014

6/26（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、紙の話・三島の
歴史・本市の歴史を学びませんか？

　昼食やおやつもあります。
　8名（最少催行人数 2名）
　6/23（水）17：00 まで
　2,000 円（昼食、保険料など含む）
※新型コロナウイルス感染症の影
響により、昼食中止の場合は参加費
1,000 円
　　四国中央市観光協会　77-5003

しこちゅ～紙と神の物語
要申込

シトラスみんなの応援隊
活動展　　 　入場無料

6/2（水）～ 6/28（月）

9：00 ～ 22：00（最終日は 14：00 まで）

川之江ふれあい交流センター

1階ギャラリー

　活動の様子などのパネル展示・シ
　トラスの樹・俳句・絵手紙・ちぎ
　り絵、コロナ禍での思いなどの展
　示を行います。
　シトラスみんなの応援隊事務局
　080-6375-3877（福濱）

10：00 ～ 11：00

　体操や手遊び、育児相談
　6/24（木）9：00 ～（定員あり）
　　乳児保育所こども村　56-1310

とき ところ 内容・対象

 7/2（金）乳児保育所
こども村 おはなし主体

 7/6（火）金生公民館 0歳児主体

 7/8（木）川之江ふれあい
交流センター 1・2歳児主体

親子ふれあいあそび
無料・要申込

月待ちこんさ～と♪
無料

6/25（金）19：30 ～

しこちゅ～ホール（市民文化ホール）

エントランス

　和楽器の調べとともに、月の出を
　待ちます。
　ボランティアグループ わおん～♪
　090-2783-1508（深川）

第 13 回「ピットゥーラの会」
油絵展　　　　　 入場無料

6/5（土）～ 6/20（日）

9：00 ～ 22：00

川之江ふれあい交流センター

58-2777（谷）

6/13（日）9：00 ～

川之江球場サブグラウンド

　野球の楽しさ、おもしろさを伝え
　る野球教室。
　園児から小学 6年生まで男女問わ
  ず誰でも OK ！
　野球用品（無くても楽しめます）、
　タオル、飲み物など
　当日参加 OK ！
　090-6881-8774（鎌倉）

ヤキュウフェス　　 無料
～集まれ未来の球児たち～
VOL.42　3周年特別スペシャル

「夏の渓谷」石村好美 作

天満公民館 28-6360

男の料理教室参加者募集

6/23（水）9：30 ～
天満公民館調理室

みょうが寿司、白身魚のフライほか
　6/21（月）まで
　材料費 500 円
　山内紀美子さん

ただいま、おかえりって
言いあえるまちに

from 四国中央市

霧の森ギャラリー展
無料

【開館時間】10：00 ～ 17：00

　72-3111

第 2 回　新宮太郎の野鳥写真展

6/19（土）～ 7/11（日）

霧の森ギャラリー（売店 2階）

　新宮町、香川県西讃の珍しい野鳥
　を紹介します。 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

28-6257

第 31 回郷土の作家展

6/6（日）～ 7/4（日）

3階　企画展示室

　地元で活躍されている芸術作家の
　洋画・水彩画・水墨画など多彩な
　作品を約 30 点展示。

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）

関川公民館 28-6363

みらいの関川を考える会

7/4（日）13：30 ～
関川公民館 2階ホール
　地域住民へ実施したアンケート回
　答の報告会など

軽スポーツ教室
参加者募集中！

7 月～ 10 月 19：30 ～
※詳しい日程などは、お問い合わせ
ください
松柏小学校体育館
　スカッシュバレー

松柏公民館 28-6062


