
花火大会中止のお知らせ

【問い合わせ先】四国中央紙まつり実行委員会事務局【問い合わせ先】四国中央紙まつり実行委員会事務局

（産業支援課内）　28-6186（産業支援課内）　28-6186

ＥＶＥＮＴ情報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

場所

とき ところ 内容・対象

8/ 3（火）金生公民館 0歳児主体

8/ 5（木）川之江ふれあい
交流センター 1・2歳児主体

8/17（火）川之江図書館 おはなし主体

親子ふれあいあそび
無料・無料・要申込要申込

10：00 ～ 11：00

体操や手遊び、育児相談
7/27（火）9：00～（定員あり）
　乳児保育所こども村　56-1310

暁雨館の催し　　無料無料

【開館時間】9：00 ～ 17：00

【休館日】毎週月曜日、祝日の翌日

※ 7月の休館日

7/5、7/12、7/19、7/26 ～ 7/28

　28-6325

～四国中央市出身の勤王家・教育
者～　尾埼星山

7/6（火）～ 8/29（日）企画展示室 B

明治維新においては勤王の志士と
して活動し、西条藩に仕えたのち、
地元に開塾した教育者・尾埼星山
の生涯と人物像を紹介します。

学芸員による展示解説
7/24（土）、7/25（日）13：30 ～

各日 10 名（先着順）
7/10（土）9：00 ～

Paper Olympic2020 川高美術部 OB
キササゲ会展

7/11（日）～ 9/5（日）

3階　企画展示室

【開館時間】9：00～ 16：00

【休館日】毎週月曜日、祝日の翌日

※ 7月の休館日

7/5、7/12、7/19、7/23、7/24、7/26

28-6257

和紙に描いた水墨画をはじめ、水
彩画・油絵・陶芸・石彫など多彩
な作品約 40 点を展示します。

紙のまち資料館の催し
無料無料

英語カフェ②　　要申込要申込

7/18（日） 15：00 ～ 16：30

市役所市民交流棟　2階会議室

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。リラック
スしながら英語のリスニング、ス
ピーキング、話す自信を鍛えよう。
中学生・高校生
12名　
7/14（水）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

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。

第第 43 回　四国中央紙まつり43 回　四国中央紙まつり
開催イベント

☆オンラインライブ配信

7月 31 日（土）19:30 ～
番組内容「熱く踊る夏～紙おどりとともに～」
〇紙おどりをこよなく愛する人々のフリートーク
〇映像で振り返る紙おどりプレイバック
〇踊ってみよう、紙おどり
〇画面の前へ全員集合、みんなで紙おどり

8 月 1 日（日）10:00 ～
番組内容「紙まつり市場 今年はオンラインだよ全員集合」
〇出展企業・店舗の目玉商品の紹介
※ 8/9（月）までコスモスチャンネルにて再放送されます
※商品販売は、8/1（日）～ 8/10（火）
〇 KIDS 書道パフォーマンス・吹奏楽演奏など

☆てんびんコンテスト

☆紙のまち資料館の催し　※ P25 に関連記事

8月 1日（日）9:00 ～
〇水引細工教室作品即売
〇体験コーナー（手漉き和紙作り）
〇色紙似顔絵描きコーナー
〇 Paper Olympic2020 川高美術部 OB キササゲ会展
　展示期間は、7/11（日）～ 9/5（日）

オンライン開催オンライン開催

紙製品のお得な詰め合わせです。
7月 1日から販売開始します！
1箱　2,000円　※700個　限定販売！
【販売場所】
紙のまち資料館（28-6257）
四国中央ドットコム（58-8726）

かみえもんＢＯＸかみえもんＢＯＸ

紙まつりの風物詩である

紙まつりの風物詩である
紙製品の販売！

紙製品の販売！

第 21 回四国高等学校
演劇祭　　無料無料

7/11（日）　13：00 ～

しこちゅ～ホール（市民文化ホール）

大ホール

【上演時間・学校・演題】
① 13：00 ～ 14：00
　徳島市立高等学校
　「白の揺れる場所」
② 14：30 ～ 15：30
　香川県立高松工芸高等学校
　「唯今の、向こう側」
③ 16：00 ～ 17：00
　愛媛県立川之江高等学校
　「お家に帰ろう」
※上演時間は、若干の伸縮がありま
すので、あらかじめご了承ください
　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

【 紙まつり HP 】 【 四国中央テレビ HP 】

▲こちらから、チェック！！

第 16 回愛石のススメ展

7/6（火）～ 8/29（日）企画展示室 A

※最終日は 15:00 まで

日本の岩石・鉱物の宝庫と言われ
る関川や赤石山系から採れる石の
魅力を紹介します。

◀明治 9 年
（1876）年
撮影。50 歳
頃の星山

インスタグラムフォトキャンペーン
「♯かんおんじふぉと 2021 春夏」

四国まんなかイベント
だより

投稿内容や方法など、詳しくは、
観音寺市ホームページを確認して
ください。みなさんの応募をお待
ちしています。

7/31（土）まで

観音寺市ふるさと活力創生課
0875-23-7803

※投稿写真は 4/1 以降撮影分から有効

賞品　優秀賞（5名）
賞品　観音寺市の特産品 5,000 円
賞品　相当＋観音寺市マスコット
賞賞品キャラクター銭形くんグッズ

※市内各所の体育館、公民館に備え
付けの応募票に必要事項を記入し、
作品とともに持参・郵送・Eメールの
いずれかで応募

第8回しこちゅ～スポーツ
フォトコンテスト2021

（公財）四国中央市スポーツ協会
では「スポーツで、心もからだも
イキイキしこちゅ～」をテーマに
フォトコンテストを開催します。

市内在住・在勤・在学の方
9/27（月）20時まで

　伊予三島運動公園体育館28-6071
川之江体育館　28-6255

賞品　大賞（1名）賞金 1万円
賞品　スポーツ協会賞（1名）5,000 円

入選（3名）記念品　ほか
※入賞は 1人 1賞とします

※募集写真や応募方法など
詳細は、ホームページをご
覧ください

とき イベント名

7/17（土） かわのえ夏まつり花火大会

7/23（金・祝）みなと祭りおどり大会

7/24（土） みなと祭りナイトバザール

7/25（日） みなと祭り花火大会

8/15（日） 土居夏まつり花火大会

新型コロナウイルス感染症の影響
により、市内の花火大会（夏まつり）
は、当初予定していました下記の
日程での開催が困難となり、中止
することとなりました。

観光交通課　28-6187

手漉き和紙体験 (有料）実施中！

火・木・土・日曜日

13：00 ～ 16：00（受付 15：30 まで）

＜前回最優秀賞＞

コスモスチャンネル＆

コスモスチャンネル＆

インターネットにて

インターネットにて

ライブ配信！！

ライブ配信！！

コロナ禍でも頑張っている

コロナ禍でも頑張っている企業や店舗などを PR！

企業や店舗などを PR！


