
8 月 6 日（土）17：00 ～　
ところ：てらの湖畔広場
　　　　（富郷ダム法皇湖）
内容：各種バザー・花火大会など

問い合わせ先：水道総務課 28-6452
※詳細は 7月の新聞折り込みで！

8月 15 日（月）
19：00 ～　踊り連の競演
20：00 ～　花火大会
※荒天時は 16 日（火）に順延
ところ：関川河川敷ふるさと広場

問い合わせ先：土居観光協会　74-8825

しこちゅ～

夏まつり
7 月 16 日（土）20：00 ～
※荒天時は 17 日（日）、
18 日（月・祝）まで順延
ところ：川之江港

問い合わせ先 :川之江観光協会
　　　　　　　（観光交通課内）　28-6187

かわのえ夏まつり花火大会

湖水まつり

7 月 23 日（土）
18：00 ～　オープニング
18：30 ～　おどり大会
7月 24 日（日）
18：30 ～　ナイトバザール
7 月 25 日（月）
20：00 ～ 20：50　みなと祭花火大会
※荒天時 26 日（火）に順延
ところ：三島港

■笹飾り展示　
  7 月 21 日（木）～ 7月 26 日（火）
　駅前通り商店街、新町商店街、
  西参道商店街
　〔新町商店街は、8月 17日（水）まで展示〕

問い合わせ先：三島観光協会
　　　　　　　（観光交通課内）　28-6187
※詳細は 7月の新聞折り込みで！

みなと祭

土居夏まつり



10：00 ～

30 日（土）開催イベント
■ 10：00 ～開会式＆てんびん表彰式
■ 19：00 ～紙おどり
　[駅通り商店街～栄町駐車場 ]

31 日（日）開催イベント
■紙コレクション 2016
　紙で作った衣装でファッションショー
■キッズ　紙のまちわくわ～くアート「つ・な・が・る」
　[川之江児童館しばふ広場＆遊戯室 ]
■クラッシック軽自動車展示会
　[ラスタ栄町＆栄町駐車場 ]

両日開催イベント
■紙製品の展示・販売
■フリーマーケット
■食いしんぼ横丁
■愛媛大学紙産業コースイベント
■ストリートパフォーマンス
■ミニステージにて各種イベント
　吹奏楽やコスプレパフォーマンス etc.
■夏の風物詩てんびん展示
■タイムポスト

紙のまち資料館
■企画展「折り鶴と共に巡る八十八ヶ所の旅」展
■水引細工教室作品オークション
■体験コーナー
  絵手紙、手漉き、水引、おもしろ紙工作

会場のご案内

回

四国中央

第39

■お絵かきしよう ! 段ボールハウス
　マーカ一などで自由にお絵かき
■ちびっこ探検段ボール迷路
　廃品の段ボールを使用したオリジナル迷路　

30 日（土）・31 日（日）10：00 ～ 16：00

[ ラスタ栄町 ]

親子で遊ぼうペーパーランド

紙のまち資料館

 文化 ・ 伝統 ・
　　　　紙のまち

未来（明日）に伝えよう！
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7/16（土）
■銭 Rock　12：00 ～ 16：00

　琴弾公園野外音楽堂
■ゼニガタライブ　17：00 ～ 21：30

　有明グラウンド特設やぐらステージ
■銭形やたい村　15：00 ～ 21：30　有明グラウンド

7/17（日）
■銭形よさこい　13：00 ～ 20：30

　ＪＲ観音寺駅周辺商店街、老人憩の家前、
　琴弾公園野外音楽堂
■銭形おどり＆イベント　

　有明グラウンド

■銭形花火　21：00 ～　有明浜沖から1,000 発打ち上げ
　※悪天候の場合は 18 日（月・祝）に延期　

■銭形やたい村　13：00 ～ 21：30　有明グラウンド

第51回かんおんじ銭形まつり（観音寺市） いけだ阿波おどり2016（三好市）
8/13（土）
■前夜祭　池田総合体育館
　三好市観光大使 北山たけしコンサート

　18：30 ～ 

　観光 4連による阿波おどり　19：30 ～

　 中学生以上　1,000 円（当日 1,300 円）
　 小学生　　　　200 円（当日 200 円）
   三好市観光案内所　0120-404-344

8/14（日）～ 16（火）
■いけだ阿波おどり　

　19：00 ～ 22：30
　ＪＲ阿波池田駅周辺
　※ゲスト　北山たけしさん（14 日 )、
　　yuyu with eriri（ゆりり）＆スタジオ
　　FUN（15 日）、三好市出身浄瑠璃人形遣い
 　 勘緑さん（16 日）

いざ出陣！

戦国水鉄砲！「関川の戦い」

8/21（日）13：00 ～ 16：30

関川河川敷ふるさと広場

小学生による水鉄砲を使っ
ての陣取り合戦ゲーム
1人 300 円
小学生（1チーム 5名）
20 チーム（先着順）
8/2（火）まで

戦国水鉄砲実行委員会（土居町商工会内）74-5889
http://www.doi-s.jp

三好市観光案内所  0120-404-344
三好市観光課      0883-72-7620

かんおんじ銭形まつり実行委員会
(観音寺商工会議所内 )　0875-25-3073

市内紙製品のお得な詰め合わせです

かみえもん

前売 600 個・
当日 100 個限定販売！

1 箱 2,000 円　

■販売場所

前売：紙のまち資料館
※川之江庁舎では販売しません
当日：紙のまち資料館、紙販売エリア

7月初旬から販売開始します！

ふるさとの作品を堪能

高原ふるさと館 7月の展示

■かあねえことばとイラスト展

7/9（土）～ 7/31（日）

◇ 1階展示室

川之江高校の生徒たちが郷土の方言「かあねえこ
とば」を楽しい木版画で表現

◇ 2階ギャラリー

かわのえ高原ふるさと館　28-6260

■山の写真展

7/23（土）～ 8/7（日）※最終日は 15：00 まで

市内の山愛好家による作品展で、四国各地の山や
植物の魅力を紹介。

山中雅博のニコニコ
おもしろおはなし会

8/6（土）開演 14：00（開場 13：30）

土居文化会館（ユーホール）1階　アトリウム

土居図書館 20 周年を記念して、オペラ歌手山中
雅博さん・ピアニスト増田敏子さんによる絵本の
朗読、歌とピアノ・バイオリンの演奏、地元コー
ラスグループの歌声をお聴きください。
幼児～一般　　　100 名
7/1（金）から、土居図書館、土居文化会館（ユー
ホール）で受付開始。

土居図書館　28-6354

7/30（土）・31（日）　

中国銀行

四国中央紙まつり実行委員会事務局　28-6186
（商工会館 5階　産業支援課内）
〒 799-0497　三島宮川 4丁目 6番 55号

跡地
ボウリング場

市民会館
川之江会館

川之江体育館

フジ
川之江店

栄町駐車場・川之江町商店街・紙のまち資料館



今年もやります！

愛石のススメ展
7/5（火）～ 8/28（日）

9：00 ～ 17：00

※最終日は 15：00 まで

暁雨館　企画展示室
[休館日／月曜日、7/19( 火 )]

岩石鉱物の宝庫と言われる赤石山系・関川の豊富
な鉱物や奇石を紹介します。

暁雨館　28-6325

■小石に絵を描こう！

8/7（日）9：00 ～ 12：00　※無料・予約不要

石をキャンバスにした絵を描きます。道具類は
準備しています

■あなたが大切にしている石、鑑定します！ 

8/7（日）9：00 ～ 12：00　※無料・予約不要

※金額を鑑定するものではありません

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
7/ 7（木）川之江児童館 1・2歳児主体
7/13（水）新宮公民館 新宮あそびの広場
7/19（火）川之江図書館 おはなし主体
7/27（水）川之江保健センター 0歳児主体

乳児保育所こども村　子育て支援センター　56-1310

8/21（日）開演 13：30（開場 13：00）

市民会館川之江会館

一般　1,000 円
高校生以下　500 円
（当日券 500 円増）
※全席自由、未就学児入場不可。
なお、年間パスポートをお持ち
の方は水色のチケットで入場できます

勝間式人生を変える７つの法則

勝間和代　講演会

四国中央ふれあい大学事務局
（文化振興課内）28-6043

一般プレイガイド前売り販売：7/27（水）～
愛媛新聞旅行、愛媛新聞社の県内支社・エリア
サービス（取り寄せ）、ローソンチケット（Lコー
ド：62892）
※完売した場合は、当日券の販売はありません

チケット市内先行販売：7/20（水）8：30 ～
文化振興課（商工会館 2階）、川之江文化セン
ター、土居文化会館（ユーホール）

アマチュア芸能団体の祭典

ユーフェスタ 2016

市内外のアマチュア芸能グループ 8
団体が出演。邦楽演奏、タヒチアン
ダンス、バンド演奏、マジック、ハーモニカなど
■ゲスト：小

しょうじ

路陽
ようこう

光さん、竹野安子さん（オカリ
ナ ･　ピアノアンサンブル）
■司会：岡部桃子さん（四国中央テレビ）
200 円

7/24（日）13：00 ～（開場 12：30）

土居文化会館（ユーホール）

入場券販売場所
文化振興課（商工会館 2階）、川之江文化セン
ター、土居文化会館（ユーホール）

土居文化会館（ユーホール）　28-6353

土居文化会館（ユーホール）　28-6353

油絵や写真をお楽しみください

ユーホールロビー展

■近藤親利　油絵展

7/2（土）～ 7/16（土）

9：00 ～ 21：30　※最終日は 15：00 まで

土居文化会館（ユーホール）[ 休館日／月曜日 ]

■文化協会土居支部写真部　写真展

7/31（日）～ 8/14（日）

9：00 ～ 21：30　※最終日は 16：00 まで

市内 ALT と一緒に料理を作ろう！

メキシコ＆オーストラリア料理教室
8/5（金）18：30 ～ 20：30

四国中央市保健センター 2階　栄養指導室

メキシコの「チミチャンガ」とオーストラリアの
デザート「ミニパプロバ」を作ります。ALT のふ
るさとについても聞けます。
ライアン・スケルトンさん（アメリカ出身）
ニッキ・スミスさん（オーストラリア出身）
高校生以上　　　会員　500 円、一般　1,000 円
30 名　※先着順　　　　7/22（金）まで

市国際交流協会　28-6014

入館
無料

メルヘンチックな鶴の世界をご覧ください

折り鶴と共に巡る八十八ヶ所の旅展

7/17（日）～ 9/4（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、7/19( 火 )、8/12( 金 )]　

紙のまち資料館　28-6257

星加清さんによる 88 種類の
創作折り鶴が四国八十八ヶ所
を巡る風景 を表現。

子どもたちが感情豊かに演じます

みすゞ塾「小さな発表会 2016」
8/28（日）開演 14：00（開場 13：30）

中之庄公民館

ファンタジー「金子みすゞの生涯」、ミュージカ
ル「おなご先生と 12 人の子どもたち」

しこちゅーみかん（谷井）　58-2345、
（田尻 )　090-8978-1344、文化振興課　28-6043

シーティング（実践形式）などを実技で学べます。
医療・介護従事者

安楽なポジショニング・拘
こうしゅく

縮予防

褥
じょくそう

瘡対策　ポジショニング勉強会
7/20（水）18：30 ～ 20：00

HITO 病院 3階　大会議室

HITO 病院　医事課　29-5605

認知症やパーキンソン病につい
ての予備知識を深めましょう。
京楽　格

いたる

さん（神経内科部長）

認知症とパーキンソン病について

HITO 病院地域医療講演会
7/14（木）19：00 ～ 20：30

HITO 病院 3階　大会議室

HITO 病院　地域医療介護連携課　29-5704

運動や食事で予防しよう

第 2回集団栄養教室
8/6（土）13：00 ～ 14：00

HITO 病院 3階　大会議室

講演会「骨
こつそしょうしょう

粗鬆症を予防しよう」
240 円（デザート付き）
8/3（水）12 時まで

HITO 病院　栄養科　29-5210

「ニコニコおしゃべり・ワンコイン
コンサート」in しこちゅー

7/31（日）開演 15：30（開場 15：00）

土居文化会館（ユーホール）

真夏の午後に奏でる華麗な
名曲の調べをお楽しみくだ
さい。
一般　500 円
高校生以下　100 円
※チケットの販売はありま
せん。当日、受付にて料金
をお支払い下さい

土居文化会館（ユーホール）　28-6353

■出演者

林　澄子大谷雄一

吉岡克典

と き ところ 募集人数
7/26（火）

9：30 ～ 13：00
土居文化会館
(ユーホール )

20 名

7/26（火）・7/27（水）
9：30 ～ 13：00

川之江小学校 各日 30 名

1 人 400 円
市内在住の小学生とその保護者
エプロン、三角巾、タオル、お茶、シューズ
7/1（金）～ 7/15（金）　※先着順

地元食材を使った一汁二菜の料理

夏休み親子料理教室

教育総務課　学校給食係　28-6293

夏休み！こども病院体験！！

HITO フェスタ
7/23（土）10：00 ～ 16：00

HITO 病院

医療のデモ体験を通して、病院の機能を知ろう！
※事前申し込みが必要な体験もあります。

HITO 病院　総務管理課　29-5633

世界から珍しいカブト虫やク
ワガタがやってくるよ！期間
中は虫クイズを同時開催。

霧の森　72-3111　

入場
無料

霧の森ギャラリー夏休み特別企画展

霧の森からのお知らせ

■「信×信」二人展 in 霧の森

7/23（土）～ 8/31（水）

◇霧の森ギャラリー（霧の森ふれあい館）

■世界の昆虫展示

◇霧の森ギャラリー（菓子工房新宮本店 2階）

7/23（土）～ 8/31（水）

秀信 Abe さんと治信 Kanasaki さんの書道展示。


