
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

平和祈念花火

SDGs ふぇすた in 霧の森

土器洗い体験

霧の森夏フェス ’2022

企画展「水に親しむ」

8

8

8

8

6

7

13·20

7·21

開催中

海上自衛隊艦艇「掃海母艦ぶんご」の
三島川之江港寄港に併せて、平和を祈
念した花火を打ち上げます。
沿岸部付近の密集を避け、自宅や離れ
た場所からご覧ください。

市内の遺跡から出土した本物の土器の
洗浄作業を体験しませんか？

自然に囲まれたステージで披露される、市内ボラン
ティア団体による演奏や踊りをお楽しみください。

霧の森で楽しく SDGs を学びませんか？
市内企業の取り組
みやアウトドア
グッズを紹介。
キッチンカーも来
ます！ピクニック
気分でお越しくだ
さい。

当地に残る水に関連した文
字資料や絵画などをご紹介。

中庭
10:00～11:00
※雨天決行・荒天時中止
各回15名程度（先着順）
（小学生以下は保護者同伴）
8/9（火）～各回の前日まで
歴史考古博物館　28-6260

特別展示室
10/30（日）まで
9:00～17:00（最終入館16:30）

芝生広場ステージ
10:00～15:00
霧の森　72-3111

芝生広場ほか
10:00～15:00
政策推進課　28-6005

歴史考古博物館歴史考古博物館

霧の森霧の森

要予約
無料

地球にちょっといいこと！

入場無料

入場無料

最新の情報は
Instagram で
check!

三島川之江港西内防波堤
20:00～
※荒天時は翌日に順延
市観光協会　77-5003



親子ふれあいあそび ガイドと歩く四国参勤交代の道

Duet concertThe best of singing

千葉德次郎氏講演会

第31回定期演奏会

菊 地 幸 夫 講 演 会

観
かんげつ

月会手漉き和紙体験

シトラスリボン from 四国中央市
ユーホール ロビー展

夏期写真展

～新宮町・霧の森界隈～

本市出身２人によるコール・プリンセスコンサート

元自衛隊北部方面総監

四国中央市民吹奏楽団

番 町 法 律 事 務 所 弁 護 士

８月は「夏休み特別月間」 

演奏会お茶席

コロナ禍の想いを届ける土居写真部

9 /  2（金） 乳児保育所こころ 0 歳児主体

9 /  8（木） 川之江ふれあい
　交流センター 1・2 歳児主体

9 / 13（火） 川之江図書館 おはなし主体

9 / 21（水） 川之江体育館 自由あそび主体

体操や手遊び、育児相談をしています。 秋の空気を感じながら、新宮町に
残る「土佐街道」の一部を歩いて
みませんか？

８月は、休館日を除き毎日手漉き 和紙づくり体験
コーナー（有料）を実施します。
夏休みの思い出に、ぜひオリジナルのはがき作り
などを体験してください。

昨年度の活動により、土居中学校生徒有志によって
作られた「写真撮影ボード」や川之江高校書道部員
による「書道パフォーマンス作品」、市民の方が作
られた「シトラスリボングッズ」などを展示。
最終日はシトラスリボンワークショップ、グッズ販
売あり。

藤田遥香（sax.）、前田光
こ す も

望
（cl. ）らによるデュエットコ

ンサート。ニューシネマパ
ラダイスなどを演奏。

指揮 / 近藤千代
ピアノ伴奏 / 森實亜紀・毛利久美子
地上の星、異邦人などを演奏。

演題は「憲法と自衛隊～日本の歴
史と伝統（国の守りを中心に）～」。

ゲストに元NHK交響楽団トラン
ペット奏者 井川明彦氏(本市出
身)を招き、「君が代行進曲」
「紅蓮華」(鬼滅の刃主題歌)な
ど全10曲を演奏。

テレビでおなじみの菊地幸夫弁
護士による講演会。演題は「菊
地のコミュニケーション考・・・
笑顔で家内安全・商売繁盛」。

要予約

要予約

霧の森レストラン

昼食有り

無料

無料

無料
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8

9

8

9

8

8

8
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4

26

10

28~

2~

2~

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・保険料など）
※感染症の影響により昼食中止
　の場合1,000円
9/7（水）17:00まで
市観光協会　77-5003

8/24（水）まで（1団体3名まで）
抽選結果は郵送などで連絡
暁雨館　28-6325

8/2（火）～8/31（水）
13:00～16:00
（受付15:30まで）
お問い合わせください
紙のまち資料館
　28-6257

企画展示室AB
19:00～19:30
50名（抽選）

縁側（雨天和室）
18:00～20:00
40名（抽選）

田所敦さん（2016 年
口笛世界大会王者）に
よる口笛コンサート。

秋の夜に、石川宗
そうえいしゃちゅう

英 社 中
による味わい深いお茶が
楽しめます。

10：00 ~11：00
8/24（水）9：00~
乳児保育所こども村　 56-1310

1 階ロビー
8/28（日）～9/10（土）
9 :00～17:00
川之江隣保館　28-6254

大ホール
14:00～（開場13:30）
全席自由 500円
（小学生以下無料）
ファミリーマート川之江
上分町店（藤田）56-5001

大ホール
13:30～（開場13:00）
無料
コール・プリンセス ( 武村 )
　24-5525

大ホール
13:30～（開場12:30）
無料（要申込）
講演会実行委員会（石村）
　090-8692-1590

大ホール
14:00～（開場13:30）
全席自由 500円

（中学生以下無料）
四国中央市民吹奏楽団
　070-8423-1812

大ホール
19:30～（開場19:00）
無料
四国中央商工会議所青年部
事務局　58-3530

ファミリーマート川之江上分町店
オオサカヤ川之江店
明屋書店川之江店

1 階ロビー
8/2（火）～8/16（火）
9 :00～21:00（初日は10:00から、最終日は16:00まで）
ユーホール　28-6353

ユーホールユーホール しこちゅ～ホールしこちゅ～ホール

暁雨館暁雨館紙のまち資料館紙のまち資料館
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