紙のまち資料館の催し
【開館時間】9：00 ～ 16：00
【休館日】毎週月曜日、3/22（金）
28-6257

～紙を愛し・紙と遊ぶ～
第 31 回紙講座生徒作品展（後期）
3/3（日）～ 4/7（日）
3 階 企画展示室

霧の森ギャラリー展
【開館時間】10：00 ～ 17：00
【休館日】毎週月曜日（祝日の場合
は翌平日）
0570-07-3111

第2回

大カイグリ展

3/10（日）～ 4/7（日）
菓子工房新宮本店 2 階

内容
講師
参加費
対象者
定員

持参品
募集期限・期間
申込方法・申込先
ファクス
問い合わせ先

塩塚高原山焼き＆
やまびこバスツアー
山焼き
絵画教室「カイグリ」の生徒（幼
児・小学生）が 1 年間に制作した

3/31（日）9：00 ～
塩塚高原
※荒天時は 4/14（日）に順延予定

作品を展示します。

当館が実施している紙講座（6 講
座）のうち、絵手紙講座、創作和
紙人形講座、手漉き和紙講座の受
講者が 1 年間学んだ成果を発表展
示します。

土居文化会館生きがい講座
「ライフデザイン」
発表会・作品展
発表会

バスツアー

3/10（日）10：00 ～
土居文化会館（ユーホール）1 階
アトリウム

※荒天時は、4/14（日）に順延予定

手漉き和紙体験実施中！
毎週火・木・土・日曜日
13：00 ～ 16：00（受付 15：30 まで）

第 20 回記念公演
スタジオミュー
ダンスステージ発表会
3/31（日）
【昼の部】10：30 ～（10：00 開場）
【夕の部】15：30 ～（15：00 開場）
土居文化会館（ユーホール）

コラボで和音講座、太極拳講座、
気功講座

作品展
3/10（日）～ 3/17（日）
9：00 ～ 21：30 ※月曜日は休館
（初日 10：00 から、最終日 15：00 まで）

土居文化会館（ユーホール）1 階
リハーサル室・アトリウム・ホワイエ
野菜ソムリエの手ごねパンでラン
チ教室講座、野菜ソムリエの旬の
料理教室講座、おかしとサンド
イッチの教室講座、楽しい陶芸講

キッズダンス、ヒップホップ、ジャ
ズダンス、バレエ
900 円
スタジオミュー

57-1236

座、切り絵講座、クラフトバンド
（紙バンド）講座、誰でも楽しめ
る盆栽講座
※過去の受講生の出展もあります
土居文化会館（ユーホール）
28-6353

8：15

霧の森第 1 駐車場を出発
し、塩塚高原へ
9：00 ～ 11：30 山焼き観覧
12：00 霧の高原でバーベキュー
13：00 霧の高原出発
13：45 霧の森到着
24 名（最少催行人員 10 名）
中学生以上 3,500 円
小学生 2,500 円
幼児 1,000 円（2 歳まで無料）
※料金には、昼食（バーベキュー）、
特製ぜんざいとお茶、霧の森交湯
～館入浴券、レクリエーション保
険が含まれています
霧の森 0570-07-3111

ユーホールロビー展
【休館日】毎週月曜日
28-6353

絵画グループあいあい
2019 春のあいあい展
3/9（土）～ 3/21（木・祝）
9：00 ～ 21：30（初日 13：00 ～）

handmade イベント
ふぃ～る♪ 12
3/21（木・祝）11：00 ～ 15：00
土居文化会館（ユーホール）

市長杯～西日本将棋最強戦～

朝日 S-1 グランプリ 2019
3/24（日）10：00 ～（受付 9：00 ～）
土居文化会館（ユーホール）1 階
特設会場

ジャジャわん祭り＆
じく 2019
3/17（日）10：00 ～ 16：00
※雨天時は 3/24（日）に順延

ジャジャうま広場（中之庄町）

特別招待ゲスト

県内外から、ハンドメイド雑貨、
ワークショップ、癒し、飲食など、
約 60 のブースが出展。小学生以
下のお子さんにはプレゼントがあ
ります（先着順、無くなりしだい
終了）
。また今回は、特別企画と
して、小学生以下のお子さんを対
象に「おかしなランドセル抽選会」
を行います。
にじのとびら 77-5254

子育て支援イベント
はぐっと！ぎゅ～っと！
3/31（日）10：30 ～ 15：30
新居浜市商業振興センター（銅夢に
いはま）
（新居浜市泉池町 10-1）

あ ん よ う じ たかのり

安用寺孝功
六段

ゆ う き

長谷川優貴
女流二段

一般の部（トーナメント方式）
S-1（3 段以上または希望者）
A 級（初段・2 段）
B 級（1 級以下）
こどもの部（中学生以下、
リーグ戦）
A 級（有段者または希望者）
B 級（1 級～ 5 級）
C 級（6 級以下）
D 級（初心者）
一般 2,000 円
女性・高校生 1,500 円
小・中学生 1,200 円
※昼食付き
日本将棋連盟十八歩支部
74-7778（苅田）

犬好きの方も、そうでない方も大
集合！犬のしつけ教室やワンワン
運動会などのほか、
「じく」によ
るマルシェには 18 店舗が出店予
定です。
四国中央テレビ 24-0130
※雨天時のイベントの中止・順延
などについては、四国中央テレビ
のホームページでお知らせします

みはらしの丘
じく 浜公園マルシェ
じくの絵ほん屋さん
4/6（土）11：00 ～ 15：00
浜公園こども広場（川之江町）
※雨天時は、
「読×舎」の出店と絵本企
画のみ中止

県総合科学博物館春の特別イベント

恐竜たちと記念写真を撮ろう
3/23（土）・24（日）
10：00 ～ 12：00・14：00 ～ 16：00
展示棟 4 階 自然館
（新居浜市大生院 2133-2）

こだわりのお店が集まるマルシェ
＆じくの絵ほん屋さんを開催しま
す。みはらしの丘から海を眺めな
がら、おいしいものや楽しいこと
を、みんなで集まって楽しみませ
ファミリーコンサート（有料）
、

恐竜ロボットの足元で、記念写真

ハンドメイド雑貨や飲食の販売
ブース、おひるねアート撮影、子
育て豆知識展など
にじのとびら 77-5254

を撮ろう！
常設展示観覧券が必要です。
65 歳以上 260 円
大人（高校生以上）510 円
中学生以下は無料
県総合科学博物館

0897-40-4100

んか！
じく実行委員会
090-9458-1433（宮崎）

来！ 桜まつり情報

春、到

すすきヶ原入野公園春まつり（夜桜）

※荒天時は川之江南中学校体育館

期間中は 22 時までちょうちん点灯
※花の開花状況などにより、ちょうちん点灯期間
を変更する場合があります
土居観光協会 74-8825

内容を変更する場合があります

子ども相撲大会、カラオケ大会、バザー、お茶席、
商振会抽選会、もち投げ、各種イベント
上分公民館 28-6248

城山公園桜まつり

4/7（日）10：00 ～ 14：00

4/7（日）10：00 ～ 16：00

※荒天時は 4/8（月）に順延

※荒天時は 4/8（月）に順延

三島公園ピクニック広場
駐車場：三島図書館東側駐車場

川之江城山公園

4/7（日）のみ、三島図書館東側駐車場から無料
シャトルバスを運行します。
お茶席、磐座太鼓演奏、津軽三味線演奏、風船配
布、福もち投げ大会など
三島観光協会 77-5003

親子ふれあいあそび
日にち

ところ

内容を変更する場合があります

4/7（日）9：00 ～ 15：00
向山公園

3/22（金）～ 4/14（日）
すすきヶ原入野公園

三島公園桜まつり

向山公園桜まつり

内容・対象

4/ 9（火）川之江図書館 おはなし主体

内容を変更する場合があります

子ども写生大会、お茶席、火縄銃砲術演武、川之
江紙漉き唄、野戦将棋、津軽三味線演奏、もち投
げなど
川之江観光協会 77-5003

第 9 回ジュニア・
フレッシュコンサート
3/27（水）18：30 ～（18：00 開場）
土居文化会館（ユーホール）

第 36 回川之江吹奏楽団
スプリングコンサート
3/24（日）14：00 ～（13：30 開場）
市民会館川之江会館

4/10（水）川之江体育館 自由遊び主体
川之江ふれあい

4/11（木）交流センター

1・2 歳児主体

4/23（火）妻鳥保育園 0 歳児主体
10：00 ～ 11：30
体操や手遊び、育児相談
※申し込み不要、誰でも参加できます
乳児保育所こども村 56-1310

さまざまな音楽コンクールで入賞
した本市在住・出身の学生たちが、
ピアノ独奏、管楽器独奏、アンサ
ンブルなどを披露します。
ぴゅあ・ふれんど

28-8264（佐藤）

「風紋」
「クイーン・メドレー」ほか
川之江吹奏楽団
080-5666-9415（篠原）

