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発熱・せきなどの症状があるときはイベントへの参加を控えましょう。またイベントに参加する際は、
マスクの着用など感染症対策をお願いします。状況によりイベントの中止や規模の縮小があります。

場所 期間 時間 対象者 定員 募集期限・期間参加費講師 問い合わせ先

第 21 回霧の森お茶まつり

9：00 ～ 15：00

6
霧の森イベント広場ほか

絵画グループあいあい 20 年のあゆみ企画展
- ちょっとひと休みしませんか -

5/28（土）～ 6/5（日）
9：00 ～ 17：00 
（月曜日休館 /最終日は 14：00 まで）
無料
暁雨館　28-6325

5 6
28~ 11

暁雨館　企画展示室

6
11

霧の森第１駐車場　集合

10：00～（約3時間）
小学生以上
(小学生は保護者同伴)
8名（最少催行人数2名）
2,000円（昼食・保険料込）
感染症の影響により昼食が
中止の場合は参加費1,000円
6/8（水）17：00まで
市観光協会　77-5003

ガイドと歩く
四国・参勤交代の道

- 新宮町・霧の森界隈 -

新宮町に残る「土佐街道」の一部を
歩いてみませんか？（霧の森レスト
ランの昼食有り）

5

4

12~

29~

TOEIC をはじめよう

花遊　押し花作品展

市役所市民交流棟 2 階

霧の森ふれあい館
ギャラリー

TOEIC は世界中で活用されている英
語検定です。英語学習のちょっとし
た刺激が欲しいという方はぜひご参
加ください（全６回）。
5/12 ～ 6/16（毎週木曜日）
19：00 ～ 20：00
ダニエル・クルーズ（ＣＩＲ）
中級者～
12 名（最小催行人数 5名）
会員 2,000 円 / 一般 4,000 円
（教科書代 約 3,000 円別途）
5/10（火）まで
市国際交流協会   28-6014

『絵本 de クラシック』
～ブレーメンの音楽隊

第 129 回四国中央ふれあい大学講座

しこちゅ～ホール　大ホール
金管五重奏の調べとともに、動く絵本の世界へ。ジブ
リやモーツァルトの名曲コンサートも！子どもから大
人まで楽しめるコンサートです（全席自由）。
14：00 ～（13：30 開場）
大人 2,000 円（当日 2,500 円）
高校生以下 1,000 円（当日 1,500 円）
２歳以下 無料※
※大人１名につき１名まで膝上鑑賞可
※座席が必要な場合は有料
四国中央ふれあい大学事務局
28-6043（文化・スポーツ振興課内）

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、
川之江窓口センター、ユーホール、
明屋書店川之江店
一般プレイガイド販売（5/4 ～）
ローソンチケット（Ｌコード：63182）
※完売した場合は当日券の販売はありません

5
29

英語カフェ①

市役所市民交流棟 2 階

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？英語力を試
したい人、キープしたい人、英語に
もっと自信をつけたい人、だれでも
参加できます。

15：00 ～ 16：30
ダニエル・クルーズ（ＣＩＲ）
初級者～（高校生以上）
12 名
会員 300 円 /一般 600 円
5/20（金）まで
市国際交流協会　28-6014

5
31~

英語教室 ( 初級 ) １

市役所市民交流棟 2階

国際交流員とテキストを使って英語
の基礎や英会話を楽しく学びません
か？（全６回）
5/31（火）
6/3 ～ 7/1（毎週金曜日）
10：00 ～ 11：30
ダニエル・クルーズ（ＣＩＲ）
初心者～
12 名（最小催行人数 5名）
会員 3,000 円 / 一般 6,000 円
（教科書代 約 3,000 円別途）
5/27（金）まで
市国際交流協会 　28-6014

会員 15 名による作品展。
油絵や水彩画、日本画、版
画など約 60 点の作品ととも
に 20 年のあゆみを振り返り
ます。

5
28 しこちゅ～　紙と神の物語

ルミエール　ロビー　集合

興願寺・三島神社・西参道・中通り
商店街などを歩いて歴史を学びませ
んか？（昼食・おやつ有り）

ガイドの案内で学ぶ

10：00～（約3時間）
小学生以上
(小学生は保護者同伴)
8名（最少催行人数2名）
2,000円(昼食・保険料込)
感染症の影響により昼食が
中止の場合は参加費1,000円
5/25（水）17：00まで
市観光協会　77-5003

6
4

庭を愛でる
- 日本茶インストラクターと

お茶を楽しみながら -

江戸時代から続く
暁雨館の庭園を眺
めながら、歴史や
見どころ、お茶を
楽しみましょう。

1回目9：30～/2回目10：45～ 
石川安代（霧の森）
各回8名（先着順）
500円（新宮茶の新茶を味わう
・2種類コース）
5/13（金）～※1団体３名まで
暁雨館　28-6325

親子ふれあいあそび

6 / 2（木） 川之江ふれあい
交流センター 1・2歳児主体

6 / 7（火） 妻鳥保育園 0歳児主体
6 / 8（水） 川之江体育館 自由あそび主体
6/14（火） 川之江図書館 おはなし主体

乳児保育所こども村　 56-1310
5/25（水）9：00~

無料

今年も新宮で新茶ができました。
収穫されたばかりの若々しくも荒々しい香りをご堪能ください。

5
14~

石川憲二
光と影水彩画展

霧の森ギャラリー(売店２階)

5/14（土）～ 6/12（日）
10：00 ～ 17：00
霧の森　72-3111

油絵のような力強い筆致と水彩画な
らではのみずみずしい色彩で表現さ
れた詩情
溢れる風
景画をご
観覧くだ
さい。

5
21~

覚醒 !? 宇摩の地域意識
- 描かれ記録された

　近世宇摩の姿 -
歴史考古博物館
-高原ミュージアム -

5/31（火）まで
の企画展で学芸
員が展示解説を
行います。
5/21（土）・22（日）
13：30 ～（30 分程度）
各日 10 名（先着順）
無料
5/13（金）～
歴史考古博物館　28-6260

4/29（金）～ 6/5（日）
10：00 ～ 17：00
無料
霧の森　72-3111

暁雨館　和室

霧の森　72-3111

霧の森スタンプラリー コケ玉作り体験教室

10：00~11：00

体操や手遊び、育児相談

あり

アフリカンカーニバル など

5

自然の草花に感じる
ノスタルジックな温
もりとアンティーク
な味わい。押し花の
魅力をお楽しみくだ
さい。




