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かわのえ高原ふるさと館　28-6260

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 18 歳以上 25 名
陶　芸 守谷英雄・松村篤子 第 1・3 日曜日　 9：30 ～ 11：30 18 歳以上 25 名
ふれあい陶芸 松村篤子・平田玲子 第 2・4 土曜日　 9：30 ～ 11：30 18 歳以上 25 名
油　絵 谷　晶子 第 1・3 土曜日　13：30 ～ 15：30 18 歳以上 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 18 歳以上女性 12 名
まんが似顔絵 藤岡つよし 第 1・3 水曜日　10：00 ～ 12：00 18 歳以上 20 名

5 月～平成 29 年 2 月・3月

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、次に受講期間が通算して短期間の方を第2優
　先とし、抽選します。抽選結果は、はがきで通知します。
　定員に満たない場合は、4月 19日以降先着順とします。

各講座とも年間 1,500 円
（講座により別途副教材費・材料費が必要） 　
4/5（火）～ 4/17（日） 9：00 ～ 17：00
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】4/19（火）10：00 ～

親子で参加しませんか？

第 38 回みしま子どもの祭典

5/3（火・祝）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（そうめん流し、フラ
ンクフルトなど）

みしま児童センター　28-6072

先着 200 人の幼児・児童にバザー券（300 円分）
を販売

川之江高校美術部ＯＢ会

きささげ会展

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

休館日：5/2（月）、5/6（金）、5/9（月）～ 5/12（木）

ご確認の上、ご来館ください

4/17（日）～ 6/5（日）

9：00 ～ 16：00
紙のまち資料館 3階

企画展示室
（休館日／月曜日、祝日の翌日）

■手すき和紙体験
　毎週／火・木・土・日曜日
　13：00 ～ 16：00（受付 15：30 まで）

メンバーの最年少者も還暦となるこの機会に、故
郷を懐かしみ、親しむ風景や産業の紙をモチーフ
に、これからの人生を楽しむ美術の世界を表現し
た作品約 40 点を展示

紙のまち資料館　28-6257

入館無料

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
4/12（火） 川之江図書館  おはなし主体
4/13（水） 川之江保健センター  0 歳児主体
4/14（木） 川之江児童館  1・2 歳児主体
4/15（金） 新宮公民館  新宮あそびの広場
4/22（金） 川之江体育館  自由あそび主体

自由参加

乳児保育所こども村　56-1310



ゴールデンウィークも営業！

霧の森交湯～館

4/26（火）～ 5/8（日）8：30 ～ 21：00

※入浴 10：00 ～ 21：00（最終受付 20：30）

霧の森　72-3111
霧の森交湯～館　72-2611

5/2（月）　のみ
入浴 10：00 ～ 19：00（最終受付 18：30）
飲食 10：00 ～ 17：00

高原に広がる菜の花畑

翠波高原菜の花まつり 2016

4/24（日）10：00 ～ 15：00

翠波高原

観光交通課　28-6187

重岡まみさん「菜の花
写真教室」、お楽しみ
抽選会、Warble（ウォー
ブル）音楽ライブ、四
国中央市物産展、バ
ザーなど

新宮町に伝わる郷土料理を体験

山菜料理教室と田舎こんにゃく作り

1,000 円（交湯～館入浴券付き）
15 名
エプロン、バンダナ（三角きん）

4/17（日）10：00 ～ 15：00

霧の森交湯～館 2階　研修室

　霧の森交湯～館　72-2611

市役所本庁舎・川之江庁舎からマイクロバスで
の送迎あります

7/31（日）

問い合わせ・申し込み先
〒 799-0497　三島宮川 4丁目 6番 55号
四国中央紙まつり実行委員会事務局
（商工会館 5階　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

〇ファッションショーモデル
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
5/9（月）まで
※応募多数の場合は選考

7/30（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
5/9（月）まで

～今年は 7/30（土）・31（日）開催　決定！～

7/30（土）・7/31（日）

まちを元気にするため、
ボランティアスタッフと
して参加してみません
か？
事務局へお問い合わせく
ださい
5/9（月）まで

4/11（月）～ 5/9（月）事務局で受付
【作品締切日】6/30（木）まで
※応募作品は 7月中旬から約 1か月間飾り、
優秀作品には賞金を贈呈します
※てんびん用紙は産業支援課にて配布します

第 39 回四国中央紙まつりに参加しよう！

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 2016 参加者募集 !!

夏の風物詩　てんびんの絵（書）を書いてみませんか？

「飾るてんびん」の絵（書）募集 !!

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 !!

学生、社会人、高齢者の方まで広く募集します！

紙まつりボランティアスタッフ募集 !!

平成 27 年てんびん大賞

三島高校美術部
かみえもん

handmade イベント

ふぃ～る♪ 4

4/24（日）

11：00 ～ 16：00

土居文化会館（ユーホール）

県内を中心とした handmade
作家を集め、雑貨、ワーク
ショップ、グルメ、癒しと
健康に関するイベントを行
います。
当日は、森から「くるみちゃ
ん」がやってきて、子どもたちに楽しい時間
を提供します。 
また、小学生以下の子どもにプレゼント（先
着順　なくなりしだい終了）もあります。

古民家で書を見ませんか

道草書道展

4/8（金）～ 4/10（日）

9：00 ～ 17：00（最終日は 16：00 まで）

ギャラリーイグレック（川之江町 1603）

髙
こ う ず

津恵
けいしゅう

舟　24-8222

川
か わ ば た

端麗
れ い せ き

石さんの書歴 50 年間で製作した
軸、屏

びょうぶ

風など約 25 点を展示

コスモスカラオケ会　23-4697（大久保）

第 32 回チャリティー特別企画

ふれあい寸劇・踊り＆親睦歌謡祭

4/10（日）開演 11：15（開場 10：45）

市民会館川之江会館

にじのとびら　77-5254（佐藤）

新宮で行われていた砂金採りの歴史を紹介

新宮砂金採り歴史展

4/29（金・祝）～ 5/15（日）

10：00 ～ 17：00

霧の森ふれあい館

入館無料

実際に使われていた砂金採り
の道具や砂金採り風景写真及
び砂金の展示

新宮観光協会　28-6187

新宮を堪能

霧の森からのお知らせ
入館無料

■鄙
ひな

の会 刺子展

開催中～ 6/5（日）

◇霧の森ギャラリー（菓子工房新宮本店 2階）

◇霧の森ふれあい館

■ペーパーフラワー体験と展示

4/16（土）～ 4/24（日）

霧の森　72-3111

韓国についていろいろ学んでみよう！　

韓国語講座

韓国の文字であるハングルや、あいさつ、基本的な文
法などを学び、韓国の文化についても話しましょう。
ルシア・ジュさん（市国際交流員）
2,000 円（会員）、4,000 円（一般）
※別途教科書代 2,000 円程度が必要
初心者
30 名　※要申し込み　　4/22（金）まで　

4/28 ～ 6/9（毎週木曜日・全 6回）※ 5/5 は休み

19：00 ～ 20：00

四国中央市保健センター 1階　集団検診室

　市国際交流協会　28-6014

ビーズネックレス作りもあるよ♪　

イースターまつり

エッグペインティングやエッグハントなどのイー
スターにまつわるゲームを、みんなで一緒に楽し
みませんか ?
200 円（会員）、400 円（一般）
100 名（要申し込みで、定員
になりしだい締め切ります）　

4/16（土）10：00 ～ 12：00

三島公園 ピクニック広場

※雨天時は福祉会館 4階　多目的ホール

　市国際交流協会　28-6014

5/5（木・祝）10：00 ～ 12：00

川之江児童館遊戯室・芝生広場

芝生広場で楽しく遊ぼう！

川之江児童館こどもフェスティバル

こいのぼり集会（おはなし
会など）、つくって遊ぼう、
くじびき、はしご車・救助
工作車展示、子育て支援団
体による催し物など

川之江児童館　28-6290

霧の森は 4月から 8月までの間、休まず営業！


