
翠波高原菜の花まつり2018

4/22（日）10：00 ～ 15：00

翠波高原

Ｒ！Ｎさん「音楽ライブ」、タン
デム自転車体験教室、お楽しみ抽
選会、四国中央市物産展、バザー
ほか
観光交通課　28-6187

5/18 ～ 6/22（毎週金曜日・全 6回）

10：00 ～ 11：30

福祉会館 2階　教養娯楽室

※ 6/1 は商工会館 1階　会議室

テキストを使って基礎を学びます。
ショーン・ソルバーグさん
一般 6,000 円、会員 3,000 円
（テキスト代 3,000 円別途必要）　
初心者
20 名 （最少催行人数 5名）  
4/27（金）まで
　市国際交流協会　28-6014

英語教室（初級）①

4/8（日）11：00 ～ 15：00

土居文化会館（ユーホール）2階

大会議室・ロビー

にじのとびらイベント主催 3 周
年を記念してハンドメイド雑貨、
ワークショップ、グルメのイベン
トを行います。グルメ出展ブース
では数量限定
で「メガ祭り」
を開催（通常
サイズのもの
もあります）。
にじのとびら
77-5254（岩本）

handmade イベント
＃９と１／２

チケット販売所

事務センター㈱ミヤザキ
土居文化会館（ユーホール）
実行委員会クレシェンド

5/12（土）18：30 ～（開場 17：30）

土居文化会館（ユーホール）

「障がい」について知ってほしい。
自分のこととして考えて欲しい。
そんな強く切ない願いを込めて、
11 回目のコンサートを開催します。
1,000 円

   

実行委員会
クレシェンド
090-9453-5666

（妻鳥）

norikoハートフルコンサート

4/14（土）・6/9（土）

10：00 ～ 12：50

※集合場所　霧の森第 1駐車場

ガイドと歩く四国・参勤交代
の道～新宮町・霧の森界隈～

自然豊かな新宮町。ガイドの案内
で、土佐街道の一部を一緒に歩き
ませんか！
2,000 円 / 人（ガイド料、昼食、
お茶、保険料を含む）
小学生以上
12名（最少催行人数 2名）
参加希望日の 5日前まで
※ 5 月も日程調整中です。詳細は
お問い合わせください。
　市観光協会　28-6187

5月の大型連休中は休館日を変更
していますのでご注意ください。

開館日
4/29、5/2 ～ 5/6

閉館日
4/30、5/1、5/7 ～ 5/10

きささげ会を
結成してはや
50 年。
高校時代を懐
かしみ、水彩
画、絵手紙を中
心とした作品
を約 40点展示。

【開館時間】9：00 ～ 16：00

【休館日】毎週月曜日、祝日の翌日

　28-6257

～なつかしい母校　楽しかった教室～

「川高美術部 OB きささげ会展」

4/15（日）～ 6/3（日）

3階　企画展示室

紙のまち資料館の催し

4/15（日）10：00 ～ 12：00

三島公園　ピクニック広場

※雨天時　保健センター 1階

イースターまつり

エッグペインティングなどのイー
スターにまつわるゲーム！
ルシア・ジュ、市 ALT
一般 400 円 / 人、会員 200 円 / 人
※ 2歳以下は無料 
屋外活動のため帽子や飲み物
4/13（金） まで 
　市国際交流協会　28-6014

要申込

第 34回チャリティ特別企画

ふれあい寸劇・踊り &親睦歌謡祭

4/22（日）11：15 ～（開場 10：45）

市民会館川之江会館　大ホール

コスモスカラオケ会
23-4697（大久保）

要申込

内容 対象者 定員 持参品 募集期限・期間 申込方法・申込先参加費講師 ファクス 問い合わせ先



申し込み・問い合わせ

四国中央紙まつり実行委員会事務局

（本庁西隣・商工会館5階　産業支援課内）

28-6186　 28-6242

　 「紙まつり」で検索

※申込用紙はホームページまたは事

務局にあります。　

第 41 回四国中央紙まつりに
参加しよう！

今年は 7/28（土）・7/29（日）
開催

霧の森ギャラリー展

赤石山草会　春の山野草展

4/7（土）～ 4/30（月・祝）

10：00 ～ 17：00

霧の森ギャラリー（ふれあい館）

可憐で清楚な風情の山野草展。期
間中、販売会や苔玉教室も実施。

花遊　押し花作品展

5/1（火）～ 6/4（月）

10：00 ～ 17：00

霧の森ギャラリー（ふれあい館）

期間中の週末には押し花体験も予
定しています。

ゴールデンウィークも営業

霧の森交湯～館

4/24（火）～ 5/6（日）
入浴　10：00 ～ 21：00
※最終受付　20：30
飲食　10：00 ～ 20：00

5/1（火）のみ
入浴　10：00 ～ 19：00
※最終受付　18：30
飲食　10：00 ～ 17：00

　霧の森　0570-07-3111

　霧の森交湯～館　0896-72-2611

第 40 回みしま子どもの祭典

5/3（木・祝）10：00 ～ 12：00

みしま児童センター

雨天決行

式典、お楽しみランド、お祭り広場
★先着 200 人の幼児・児童にバ　
ザー券（300 円分）を販売
みしま児童センター　28-6072

川之江ふれあい交流センター
こどもフェスティバル

5/3（木・祝）10：00 ～ 12：00

川之江ふれあい交流センター

（市民会館川之江会館隣）

1階　遊戯室など

※例年と場所が違います

つくって遊ぼう（自然物を使った
遊び、工作遊び）、子育て支援団
体による催し物ほか
川之江ふれあい交流センター
28-6247

10：00 ～ 11：30

とき ところ 内容・対象

4/ 9（月）川之江体育館 自由遊び主体

4/10（火）川之江図書館 おはなし主体

4/12（木）川之江ふれあい
交流センター 1・2歳児主体

4/24（火）妻鳥保育園 0歳児主体

親子ふれあいあそび

※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

体操や手遊び、育児相談

「紙・コレクション 2018」参加者募集 !!

7/29（日）

①ファッションショーモデル

※衣装はモデル側で自作。作り方教えます

②ボランティアサポートスタッフ

　 4/2（月）～ 5/7（月）　

「紙おどり」参加連募集 !!

7/28（土）19：00 ～

川之江地区商店街周辺

　 4/2（月）～ 5/7（月）　

「紙まつり」ボランティアスタッフ募集!!

7/28（土）・7/29（日）

 　イベント運営補助

 　高校生以上

　 4/2（月）～ 5/7（月）　

「飾るてんびん」の絵（書）募集 !!

　 4/2（月）～ 4/27（金）

※先着 16枠。作品用紙は事務局で配布

【作品締切日】6/15（金）まで

※作品は7月中旬から約1か月飾り、
優秀作品には賞金または賞品を贈呈

4/25（水）8：30 ～

喜多郡内子町

※集合場所　伊予三島運動公園駐車場

（青果市場北側）

歴史感じる
ゆっくりウォーク‘18

江戸から明治にかけ木蝋で栄た商
人の町を散策します。
2,000 円 / 人（バス代、昼食代、
資料館入館料、保険代含む）
40名（先着順）
4/11（水）8：30 ～ 4/18（水）
伊予三島運動公園体育館に備え付
けの申込書に参加費を添えてお申
込みください。
※申し込みは 1人 2名まで
伊予三島運動公園体育館
28-6071

要申込

【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）　

　28-6257


