
すいは折り紙ヒコーキ教室とデ

モンストレーション、すいは折

り紙ヒコーキ飛ばしレース、す

いはオーボエスペシャルステー

ジ、お楽しみ抽選会、物産展、

バザーなど

4/21（日）10：00 ～ 15：00

翠波高原

翠波高原に広がる菜の花畑

翠波高原 菜の花まつり 2013

観光交流課　28-6187　 

入館
無料
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親子で参加しませんか？

みしま子どもの祭典

※先着 200 人の幼児・児童に

　バザー券（300 円分）を販売

5/5（日）10：00～ 12：00

みしま児童センター

式典、お楽しみランド（駄菓子

屋さんなど）、お祭り広場（アイ

スクリンなど）

みしま児童センター　28-6072　 

手すき和紙体験もできます

紙のまち資料館 4月の展示

開催中～ 4/14（日） 

9：00 ～ 16：00　（月曜・祝日の翌日は休館）

3階企画展示室

紙講座（6 講座）のうち、絵手紙

教室・創作和紙人形教室・手漉

き和紙教室の生徒の作品を展示

■紙講座生徒作品展（後期）

■企画展「紙のまち、詩歌を訪ねる書展」

4/21（日）～ 6/9（日）

9：00 ～ 16：00　（月曜・祝日の翌日は休館）

3階企画展示室

主に市内の歌碑などを訪ね、そ

れらの句を題材にした個性的で

魅力的な書の作品を約 40 点展示

紙のまち資料館　28-6257

体操や手遊び、育児相談をしています

親子ふれあいあそび (10:00 ～ 11：30） 

と き ところ 内容や対象者

4/11（木）  川之江図書館  おはなし主体

4/16（火）  川之江児童館  1・2 歳児主体

4/18（木）  川之江体育館  自由あそび主体

4/19（金）  新宮公民館  0 ～ 2 歳児主体

4/23（火）  川之江保健センター  0 歳児主体

乳児保育所こども村　56-1310　 

えひめ赤星シェアリングネイチャーの会

春のネイチャーゲーム大会

4/28（日）　10：00 ～ 12：30

森と湖畔の公園（受付 9：30～中央広場）

24-7551（石川）

筆記用具 1人 1本、バンダナ、敷物、水筒、

体験カード（持っている人）

雨天時：雨かっぱ、長靴、傘

4/24（水）

〒 799-0401　村松町 600　西川弘之

（はがきに参加希望者の住所・氏名・年齢・電

話番号を明記し郵送、または電話・ファクス）

雨天決行

テーマ：春を楽しもう！

野外で自然とふれあうゲームをしながら

春を感じて楽しみます

国際ニュースを読んで英語で話し合おう！

ニュース英会話

ショーン・モンゴメリー

会員 2000 円・一般 4000 円

中級から上級

15 名（先着順）

4/17 ～ 5/29（期間中水曜日）

15：00 ～ 16：00

四国中央市保健センター（全 6回）

市国際交流協会　28-6014

会員 2500 円・一般 5000 円

※別途テキスト代 2000 円程度

14：00 ～ 15：00　上級

19：00 ～ 20：00　中級

※高校生以上の方

各 20 名（先着順）

4/11 ～ 6/6（期間中木曜日）

四国中央市保健センター（全 8回）

韓国文化に親しみましょう♪

優さんの韓国語講座 3

市国際交流協会　28-6014

森川　優さん

家族連れ、一般、子ども（小学生以

上なら子どものみの参加も可）

高校生以上 300 円　子ども 200 円

休館日変更のお知らせ

ゴールデンウィークとその翌週は、休館日が変更されています。

開館日：5/1（水）～ 5（日）・10（金）

休館日：4/29（月）・30（火）、5/6（月）～ 10（金）　

(通常休館日 /月曜日、祝日の翌日 )

ご確認の上、ご来館ください

仮

空気を描く

坂田瑞来油彩画展

4/18（木）～ 4/22（月）

10：00 ～ 17：00（最終日～ 16：00）

川之江文化センター 2階 展示室

24-6083（坂田）　 

画面の広がりが、そのまま地球

の空気の広がりへと繋がるよう

な静物画の 17 点を展示します。

入館
無料

芝生広場で楽しく遊ぶ

川之江児童館こどもフェスティバル

5/5（日）10：00 ～ 12：00

川之江児童館・芝生広場

こいのぼり集会（おはなし会な

ど）、しゃぼん玉遊び（芝生広場）、

はしご車・救助工作車展示、作っ

て遊ぼう（自然物を使った遊び・

工作遊び）、くじびき大会　ほか

無　料

川之江児童館　28-6290

自然の草花で制作した情緒豊かな押し花

押し花アート展（花遊）

4/1（月）～ 6/2（日）

霧の森ふれあい館

（リニューアル前の霧の森大福販売所）

霧の森　72-3111　 

土居地域を拠点として活躍

されている「花遊」高橋佐

代子代表と生徒の作品 50

点を展示。

ゴールデンウィークも営業

霧の森交湯～館

4/27（土）～ 5/6（月・祝）

8：30 ～ 21：00　

※入浴 10：00 ～ 21：00

　（最終受付 20：30）

霧の森交湯～館　72-2611

4/30（火）のみ
入浴 10：00 ～ 19：00

（最終受付 18：30）
飲食 10：00 ～ 17：00霧の森は 4 月か

ら 8 月までの間、

休まず営業！

霧の森リニューアル記念

霧の森　謝恩祭

霧の森大福などを販売していた

売店が、隣接する霧の森茶フェ

と同じ施設へ移転しました。霧

の森の各店では、リニューアル

を記念して限定メニューや粗品

をご用意しています。記念イベ

ントも下記のとおり実施します

ので、ぜひお楽しみください。

4/1（月）～ 4/30（火）

霧の森

霧の森　72-3111

■伊予水引体験

4/27（土）

10:00 ～ 12:00　午前の部

14:00 ～ 16:00　午後の部

手もみ茶道場内（受付） 

～リニューアル記念イベント～

■手もみ茶道場

4/6（土）・4/13（土）　

13:00 ～ 17:00

手もみ茶道場内

無　料

気軽にトンボやスト

ラップなどの製作体験

制限あり（先着順）

煎茶本来の製法「手も

み茶」の実演を見学す

ることができます。

無　料



学生、社会人、高

齢者の方まで広く

募集します！

紙にこだわったファッションショーに参加してみませんか？

紙・コレクション 2013 夏 参加者募集 !!

7/28（日）

家族やともだち、

職場の仲間を誘って

参加してみんの？

四国中央紙まつりに

参加しよう！

まちを元気にするために参加しませんか？

紙まつりボランティアスタッフ 募集 !!

7/27（土）・7/28（日）

問い合わせ・申し込み先

　〒 799-0192　四国中央市金生町下分 865

　四国中央紙まつり実行委員会事務局（産業支援課内）

　電話　28-6186 　　ファクス　28-6242

※各申込用紙は事務局にあります

手漉き工程をアレンジした「紙おどり」に参加しませんか？

「紙おどり」参加連 募集 !!

7/27（土）19：00 ～ 

川之江町商店街周辺

申込用紙に必要事項を記入

し、事務局へ提出

5/8（水）

夏の風物詩　てんびんの絵（書）書いてみませんか？

「飾るてんびん」の絵（書）募集 !!

4/10（水）～ 5/8（水）事務局で受付

作品締切日　6/28（金）

※応募作品は 7月中旬より約 1か月間、商店街に  

飾り、優秀作品には賞金または賞品を贈呈します

事務局へお問い合わせください

5/8（水）

〇ファッションショーモデル

〇ブライダルファッションショー

　モデル（1組）

〇ボランティアサポートスタッフ

（衣装縫製・ステージ演出など）

申込用紙に必要事項を記入し、

事務局へ提出

4/26（金）

※応募多数の場合は選考

てんびん用紙は産業支援課にあります

あなたの趣味の幅を広げてみませんか？

かわのえ高原ふるさと館　講座生募集！

講座名 講師名 と き 対象者 定 員

木　工 神田啓太郎・石村好和 　第 2・4 土曜日　13：30 ～ 15：30 ー 25 名

陶　芸 守谷英雄 　第 1・3 日曜日　 9：30 ～ 11：30 ー 25 名

ふれあい陶芸 松村篤子 　第 2・4 土曜日　 9：30 ～ 11：30 ー 25 名

油　絵 谷　晶子 　第 1・3 土曜日　13：30 ～ 15：30 ー 25 名

生きがい木工 神田啓太郎・石村好和 　第 1・3 火曜日　13：30 ～ 15：30 60 歳以上 25 名

女性のための囲碁 山口政雄 　毎週  　木曜日　13：00 ～ 15：00 女性 12 名

まんが似顔絵 藤岡　剛 　第 1・3 水曜日　10：00 ～ 12：00 ー 20 名

５月～平成 26 年２月　（10 か月間）

かわのえ高原ふるさと館

○油絵教室で道具の無い方は講師と相談の上、準備していた

　だきます（1万円程度）。

○応募者数が定員を超えた場合、初めて受講する方を第 1 優

　先、通算受講期間が 2 年未満の方を第 2 優先とし、抽選し

　ます。抽選結果は、はがきで通知します。

かわのえ高原ふるさと館　28-6260 　

各講座とも年間 1500 円

（講座により別途副教材費・材料費が必要） 　

4/5（金）～ 4/21（日） 9：00 ～ 17：00

申込方法　希望者はふるさと館窓口へ直接申し込み

ください（電話申し込み不可）

抽選日　4/23（火）10：00 ～

～かわのえ高原ふるさと館企画展～

拝啓あなた様～切手と手紙によせて～

4/13（土）～ 5/19（日）

かわのえ高原ふるさと館

１階企画展示室

切手収集（個人提供）や昔の書

簡などを展示

かわのえ高原ふるさと館

28-6260 　

入館
無料～未来へつなごう普遍の教え～

尾藤二洲講座

毎月第 2（水）13：30 ～ 15：00

かわのえ高原ふるさと館

１階会議室

本市出身の大学者尾藤二洲の生

き方や教えを学んでいきます

尾藤二洲顕彰会（真鍋）

58-8078

～郷土の芸術を鑑賞しませんか～

暁雨館 収蔵品展

開催中～ 5/3（金）

暁雨館　企画展示室

地元現代作家の作品を中心に収

蔵品を公開しています

暁雨館　28-6325

入館
無料

～よみがえる秋祭りの思い出～

曽我部卓
たかし

　スチロール工芸展

開催中～ 4/14（日）

暁雨館　ロビー

発砲スチロールを加工して、龍

や武者絵などの太鼓台飾り幕を

再現

入館
無料

暁雨館　28-6325

かみえもん


