
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

77
9~

新宮茶を使った手漉き和紙体験
霧の森　馬立川（雨天決行）

新宮町の若き手漉き和紙職人から手漉き和紙を教わり
ます。伝統産業を自然の中で体験しよう！

7/9（土）・7/10（日）
① 10：00 ～　② 11：00 ～
③ 13：00 ～　④ 14：00 ～（各回 60 分）
大西満

ま お
王（多

た ら ふ く
羅富來和紙）　　　

各回 4 名（先着順）　　　　　　500 円
地域おこし協力隊 大廣将也　28-6410（新宮公民館）
※土・日曜日を除く、8：30 ～ 16：30

親子ふれあいあそび
7 / 5（火） 金生公民館 0 歳児主体

7 / 7（木） 川 之 江 ふ れ あ い
交流センター 1・2 歳児主体

7 / 8（金） 川之江図書館 おはなし主体

乳児保育所こども村　 56-1310
6/24（金）9：00~

無料
10：00~11：00

体操や手遊び、育児相談

あり

77
30~

四国中央紙まつりに参加しよう！

7/30（土）10：00 ～ 16：00
7/31（日）10：00 ～ 15：00
市内在住者優先（先着順）
※居住地の感染拡大により制限する場合があります
※食品は、あらかじめ個包装されたもののみ販売で
　きます。現地で調理・盛り付けしての販売はでき　
　ません
30 小間程度
1 小間 500 円 / 日（1 組あたり 1 日 2 小間まで）
6/30（木）まで

【フリーマーケット出展者募集！】
紙まつり会場（駅通り商店街など）

申込方法
産業支援課に備え付けている申込書に料金を添え
て、提出してください（電話申し込み不可）。

産業支援課　28-6186

【過去の紙まつりのお宝写真・映像募集！】
提供いただける方は、産業支援課までご持参ください。
※ DVD などの記録媒体で提供ください
※提供いただいた DVD などは返却できません

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（全席指定）

リアル恐竜ショー恐竜パーク88
20

しこちゅ～ホール　大ホール

1 回目 12：00 ～（11：15 開場）
2 回目 15：00 ～（14：15 開場）
一般 3,300 円（当日 3,800 円）
友の会会員 3,000 円
　　  （当日 3,500 円）
中学生以下 1,500 円
　　  （当日 2,000 円）
2 歳以下無料※
※座席が必要な場合は有料
※大人１名につき１名まで膝上鑑賞可
しこちゅ～ホール　59-4510

友の会先行販売　6/15（水）10：00 ～
しこちゅ～ホール
一般前売販売　6/22（水）～
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（Ｌコード：63272）
※座席数に限りがあります。チケットをご希望の方　
　は、お早めにご購入ください



第 32回郷土の作家展

紙のまち資料館 3 階　企画展示室

6/5（日）～ 7/3（日）
9：00 ～ 16：00
無料

地元で活躍する芸
術作家の油彩画・
水彩画・水墨画な
ど多彩な作品を約
30 点展示。

66
5~

【手漉き和紙体験実施中】※有料
火・木・土・日曜日
13：00 ～ 16：00（最終受付 15：30）

紙のまち資料館　28-6257

66
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ＪＡうま杯全日本
健康マージャン選手権
愛媛予選

ＪＡうま松柏支店
生活文化センター２階

マージャンのできる方なら誰でも参
加可能！上位 4 名は岐阜県大垣市で
行われる全国大会に出場できます！

9：30 ～ 15：00
52 名
2,000 円（昼食・お茶付き）
6/15（水）まで
健康マージャン倶楽部・四国中央
090-9778-7514（伴野）

66
4~

第 14回油絵展
「ピットゥーラの会」
川之江ふれあい交流センター

ピットゥーラ教室の 4 名の生徒さん
による作品展。ぜひ、お立ち寄りく
ださい！

6/4（土）～ 6/19（日）
9：00 ～ 22：00
無料
58-2777（谷）

オペラブロッサム２
66
25

しこちゅ～ホール　大ホール

本市出身のソプラノ
歌手ガネヴィ正美さ
んも出演！オペラア
リアをお届けするコ
ンサート。

17：00 ～（16：30 開場）
一般 2,500 円、学生 1,500 円
※ベリョーザ会員は 1,000 円割引
ベリョーザ　090-9452-9595

フジグラン川之江、
カイナンフローリスト、ベリョーザ

66
10~

第 1回
絵画クラブリボーン展

川之江文化センター

6/10（金）～ 6/12（日）
9：00 ～ 17：00

（最終日は 16：00 まで）
無料
56-5774（大西）

新宮あじさい祭り
新宮町上山・中野地区

（国道 319 号線沿い）
約 2 万株のあじさいが
咲き誇る「あじさいの
里」。地元特産品の販
売も予定しています。

観光交通課　28-6187

※あじさいモノレールの運行は、
　6/11（土）～ 7/3（日）
　10：00 ～ 16：30（雨天中止）
※期間中、交通整備員は配置してい　
　ません。安全運転でお越しください
※イベント開催日など、詳しくはお問
　い合わせください

6/18（土）～ 6/30（木）

66

66
21火

Let's Talk
オンライン英会話

Zoom によるオンラインで気軽に英
語を楽しんでみませんか？

14：15 ～ 15：00
ダニエル・クルーズ（CIR）
中級者～
5 名
無料（通信費などは自己負担）
6/17（金）まで

申込方法

66
26

FC 今治ホームゲーム観戦ご招待
マッチデーシティ四国中央市

ありがとうサービス．夢スタジアムⓇ
（今治市高橋ふれあいの丘１６）

FC 今治 vs アスルクラロ沼津の試合に
ご招待（ゴール裏自由席）！

16：30 キックオフ
無料
6/15（水）12：00 まで

申込方法
二次元コードからお申し込みくだ
さい。

（株）今治．夢スポーツ
contact@fcimabari.com

66
25

初夏の風を感じながら、紙の話・三
島・四国中央市の歴史を学びません
か？（昼食・おやつ有り）

ガイドの案内で学ぶ
しこちゅ～　紙と神の物語
ルミエール　ロビー　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
6/22（水）17：00まで
市観光協会　77-5003

「宇摩美術会」からの新生の会「絵
画クラブリボーン」による絵画展。
入会者も募集中です！

18~

メールで氏名・アドレスをお送り
ください。
地域振興課　国際交流係
28-6014
kokusai@city.shikokuchuo.ehime.jp



県総合科学博物館の催し

企画展
「わくわく鉄道おもちゃパーク」

大人気のおもちゃで学ぶ鉄道の世界！
大人から子どもまで虜にする、鉄道の魅力に
触れてみませんか？

学生が主役の合同文化祭
しこちゅ～フェス

川之江ふれあい交流センター

77
17

音楽・ダンスなどのステージパフォー
マンス、絵画・書道の作品展示など
を予定しています。

10：00 ～ 16：00

ステージパフォーマンス出演者、
絵画・書道などの作品出展者、
運営ボランティア
※市内在住者限定
　（個人・団体、年齢は不問）
6/15（水）まで
地域振興課　28-6014

【出演・出展者募集】※先着順

77
2~

国際交流員の家庭の味
ダニエルの料理教室

保健センター 2 階　栄養指導室

アメリカンキッシュとデザートパイ
を作ります！料理はお持ち帰りいた
だきます。

7/2（土）①10：00～12：00
　　　　  ②14：00～16：00
7/5（火）　10：00～12：00
ダニエル・クルーズ（CIR）
高校生以上　　　各 6 組 12 名
※ 2 名 1 組でお申し込みください
会員 500 円・一般 1,000 円 / 人
6/23（木）まで
市国際交流協会　28-6014

プラネタリウム企画
「ほしぞらパレット」

6 月に明け方の空に集合する、個性豊
かな惑星たちについて、博物館スタッ
フが生解説します。

77
30

図書館・暁雨館協働講座
石の標本を作ろう

暁雨館

岩石・鉱物の宝庫で知られる関川の
石で自分だけの標本箱を作りません
か？（石は暁雨館で準備します）

10：00 ～ 12：00
小学生 10 名程度（保護者同伴）
無料
6/10（金）～（先着順）
暁雨館　28-6325

企画展示室
6/26（日）まで
高校生以上 700 円、65 歳以上 600 円、小中学生 400 円
※常設展示観覧の場合は別料金

展示内容
巨大トイレールタワー、トイレール自由あそび、
N ゲージ模型運転体験、鉄道沿線ジオラマ、
ライド型ミニ新幹線（土・日は完全予約制、平日も状況により予約制）など

プラネタリウム棟
6/10（金）・6/24（金）
16：00 ～ 16：45
6/11（土）・6/12（日）・6/25（土）・
6/26（日）15：00 ～ 15：45
150 名
高校生以上 540 円、
65 歳以上・小中学生 280 円


