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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

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。

申し込み・問い合わせ

四国中央紙まつり実行委員会事務局
（産業支援課内）
※土・日・祝日を除く
28-6186　 28-6242
　 「紙まつり」で検索
※申込用紙はホームページまたは事
務局にあります　

第 44 回四国中央
紙まつりに参加しよう！

「飾るてんびん」の絵（書）募集 !!

　4/22（金）まで

※先着 16枠。作品用紙は事務局で配布
【作品締切日】6/10（金）まで
※作品は 7月上旬から川之江地区商店
街に約 1か月飾り、優秀作品には賞金
または賞品を贈呈

「紙まつり」ボランティアスタッフ募集!!

7/30（土）・7/31（日）

 　イベント運営補助

 　高校生以上

上記 2つの募集期間

5/6（金）まで

今年の開催日が決定♪

7/30（土）、7/31（日）の 2日間

小曽根真　60TH BIRTHDAY SOLO OZON E 60⁺

6/12（日）14：00 ～（13：00 開場）しこちゅ～ホール　大ホール

ジャズ・ピアニスト小曽根真が贈るクラ
シック×ジャズの２つの顔で綴るソロ公演
4,000 円（当日 4,500 円）
友の会会員 3,500 円（当日 4,000 円）
高校生以下 2,000 円（当日 2,500 円）

　しこちゅ～ホール
（市民文化ホール）59-4510

※全席指定

ヤマジカゼ　ジャズフェスティバル 2022　

6/18（土）18：00 ～（17：30 開場）、6/19（日）15：00 ～（14：30 開場）

しこちゅ～ホール　大ホール

出演者　臼井優子スペシャルカルテット（本市出身）/ 岩﨑悠太スペシャル
デュオ（本市出身）/栗田敬子トリオ（愛媛）ほかビッグバンドなど

ヤマジカゼミュージックフェス実行委員会　090-1007-5150
しこちゅ～ホール（市民文化ホール）59-4510

3,000 円（当日 3,500 円）
友の会会員2,700円（当日3,200円）
高校生以下1,500円（当日2,000円）
2日通し券 5,500 円（一般のみ）
2日通し券友の会会員 5,200 円

※未就学児入場不可

友の会先行販売

小曽根真　　4/13（水）10：00 ～しこちゅ～ホール
ヤマジカゼ　4/ 8（金）10：00 ～しこちゅ～ホール
一般前売り販売

小曽根真　　4/20（水）～販売開始
ヤマジカゼ　4/15（金）～販売開始
しこちゅ～ホール、ユーホール、明屋書店川之江店、ミュージックセンター
オオサカヤ川之江店、フジグラン川之江、観音寺ハイスタッフホール、ロー
ソンチケット（小曽根真 Lコード：63134）・（ヤマジカゼ Lコード：63165）
※各店舗により販売開始時間が異なりますので、事前にご確認く
ださい。詳しくは、しこちゅ～ホールのホームページをご覧いた
だくか、お問い合わせください

「紙おどり」参加連募集 !!

7/30（土）18：45 ～

川之江地区商店街周辺

※未就学児入場不可

※全席自由



※前日までに整理券がなくなった場
合、当日の配布はありません
　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

5/28( 土 )14：00 ～（開場 13：30）

しこちゅ～ホール　大ホール

第 128 回四国中央ふれあい大学講座

カノン♪ふぁみり～コン

サート 2022　要申込・無料要申込・無料

市内で音楽活動をしているカノン
が、ゲストにお天気キャスターの
木原実さん＆そらジローを迎えて
楽しいステージをお届けします。

整理券配布

4/11（月）9：00 ～
文化・スポーツ振興課、しこちゅ～
ホール、川之江窓口センター、ユー
ホール

【開館時間】10：00～ 17：00

　72-3111

霧の森ギャラリー展
無料無料

春の山野草展

4/2（土）～ 4/24（日）

霧の森ふれあい館ギャラリー

可
か れ ん

憐で清楚な風情の山野草展。期
間中、随時、苔玉教室を実施

スポーツ教室見学会
無料・申込不要無料・申込不要

4/15（金）19：30 ～ 21：00

伊予三島運動公園（体育館、多目的

グラウンド）

市内で年間を通じて活動している
スポーツ教室を、一度に見学！

剣道、柔道、空手道、ミニバスケッ
ト、フェンシング、ラグビー、少
林寺拳法、スポーツチャンバラ、
キンボール、テニスなど
小学生（一部幼児・中学生も可）

市スポーツ協会　28-6071

開催教室（予定）

※保護者同伴でお越しください

【休館日】毎週月曜日、祝日の翌日

　28-6353

アートクラブ院土居教室

第 8 回「アートクラブ院」土居絵画

教室作品展

4/16（土）～ 5/1（日）まで

9：00 ～ 21：00

（最終日 16：00 まで）

ユーホールロビー展
入場無料入場無料

紙のまち資料館の催し
無料無料

【開館時間】9：00 ～ 16：00

【休館日】毎週月曜日、祝日の翌日

　28-6257

髙木呉山 水墨画展

（県文化協会地域文化功労賞受賞記念）

4/10（日）～ 5/29（日）

3階　企画展示室

　描き続けた作品は
　「自分の人生」と
　言う 96 歳。約 40
　点の選りすぐりの
　水墨画を展示。

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）

※ 5月に臨時休館あり

handmade イベント
ふぃ～る♪ 17　入場入場無料無料

4/10（日）11：00 ～ 15：00

ユーホール

　ハンドメイド作品や Food&Drink&
　Sweets が並びます。
　にじのとびら　77-5254

世界のゲーム交流会　
要申込要申込

4/17（日） 15：00 ～ 16：30

市役所市民交流棟　2階会議室

パースザピッグやヤッツィーなど
といった海外のゲームを知って
いますか？ルールも簡単で英語が
苦手な方も参加できます！海外の
ゲームを楽しみましょう！
中学生以上
15名　
4/11（月）まで
一般500円、会員200円
ダニエル・クルーズ（市 CIR）、市
ALTなど
　市国際交流協会　28-6014

とき ところ 内容・対象

5/16（金）金生公民館 0歳児主体

5/11（水）川之江体育館 自由遊び主体

5/12（木）川之江ふれあい
交流センター 1・2歳児主体

5/18（水）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
4/25（月）9：00 ～（定員あり）
　乳児保育所こども村　56-1310

ガイドと歩く
四国・参勤交代の道
～新宮町霧の森界隈～
要申込要申込

4/16（土） 10：00 ～（約 3時間）

集合場所　霧の森第 1駐車場

春の息吹を感じながら、ガイドの
案内で「土佐街道」を歩きません
か！ウォーキング後に「霧の森レ
ストラン」でいただく昼食も人気
です♪
小学生以上（小学生は保護者同伴）
8名（最少催行人数 2名）
4/13（水）17：00 まで
2,000 円（昼食、保険料など含む）

　市観光協会　77-5003

※新型コロナウイルス感染症の影響
で、昼食が中止になる場合があります。
昼食中止の場合は、参加費 1,000 円


