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出かけてみませんか 内容 対象者

参加費 講師

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

夏休み親子料理教室
要申込

7/27（土）・7/28（日）

9：30 ～ 13：00

保健センター 2階　栄養指導室

親子で学ぼう簡単防災クッキング！
市内在住の小学生とその保護者
各日 30 名　※先着順
エプロン、三角巾、タオル、ふきん、
飲み物、室内用シューズ
7/10（水）～ 7/17（水）まで
1人 400 円　
　教育総務課　28-6293

四国中央ふれあい大学特別講座

徳永進講演会
「まぁるい死」
入場無料

9/7（土） 13：45 ～（開場 13：15）

しこちゅ～ホール（市民文化ホール）

小ホール

※入場には整理券が必要です
（1人 2枚まで）
※全席自由　※未就学児入場不可

　四国中央ふれあい大学事務局（文
化・スポーツ振興課内）　28-6043

整理券配布開始

7/24（水）8：30 ～

文化・スポーツ振興課、川之江窓

口センター、ユーホール（土居文

化会館）

※前日までに整理券がなくなった

場合、当日の配布はありません

第 20 回四国高等学校
演劇祭
入場無料

7/14（日）　10：10 ～開会式

市民会館川之江会館　大ホール

【上演時間・学校・演題】
① 10：30 ～ 11：30
　香川県立丸亀高等学校
　「馬鹿も休み休み YEAH!!」
② 12：15 ～ 13：15
　徳島市立高等学校
　「アルプススタンドのはしの方」
③ 13：30 ～ 14：30
　土佐女子高等学校
　「七人の部長」
④ 14：45 ～ 15：45
　愛媛県立新居浜南高等学校
　「Musical Chairs」
⑤ 16：00 ～ 17：00
　愛媛県立川之江高等学校
　「見えにくいアヒルの仔」
　四国中央ふれあい大学事務局（文
　化・スポーツ振興課内）　28-6043

第 117回四国中央ふれあい大学講座

アンミカトークショー
「ポジティブ脳で幸せに
過ごすために」
入場無料

8/31（土） 14：00 ～（開場 13：30）

市民会館川之江会館　大ホール

※入場には整理券が必要です
（1人 2枚まで）
※全席自由　※未就学児入場不可
※年間パスポートをお持ちの方は、
青色チケットで入場可

　四国中央ふれあい大学事務局（文
化・スポーツ振興課内）　28-6043

整理券配布開始

7/17（水）8：30 ～

文化・スポーツ振興課、川之江窓

口センター、ユーホール（土居文

化会館）

※前日までに整理券がなくなった

場合、当日の配布はありません

【開館時間】10：00 ～ 17：00

　72-3111

伝統工芸　丸亀うちわ展

7/13（土）～ 9/1（日）

霧の森ギャラリー（菓子工房 2階）

多彩な形や雅やかな図柄が施され、
心まで涼しくしてくれる「丸亀う
ちわ」。海と山に囲まれた風

ふ う こ う め い び

光明媚
な丸亀地方に古くから伝わり、継
承され続ける職人の技を紹介

霧の森ギャラリー展
入場無料

夏休み特別企画展
世界の昆虫展（標本・成虫）の展示

7/13（土）～ 9/1（日）

ふれあい館ギャラリー（ふれあい館内）

昆虫専門店の協力により展示しま
す。期間中には虫あてクイズを実
施し、正解された方の中から抽選
で 5 名様に、生きた昆虫をプレゼ
ントします。

霧の森交湯～館
お盆期間中の営業時間について
8/6（火）～ 8/18（日）まで休
まず営業します。
※ 8/13（火）は短縮営業
入浴　10：00 ～ 19：00

（最終受付　18：30）
飲食　17：00 オーダーストップ
　0896-72-2611



七夕まつり
入場無料

7/6（土） 14：00 ～

みしま児童センター

笹飾り作り、七夕の
お話
みしま児童センター　28-6072

　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

10：00 ～ 11：30

とき ところ 内容・対象

8/ 6（火）妻鳥保育園 0歳児主体

8/ 8（木）川之江ふれあい
交流センター 1・2歳児主体

8/20（火）川之江図書館 おはなし主体

親子ふれあいあそび
無料

【開館時間】9：00 ～ 17：00

【休館日】毎週月曜日、祝日の翌日

　28-6325

「宇摩の南画展～幽玄に遊ぶ～」

7/9（火）～ 8/25（日）

企画展示室 B

○学芸員による展示解説（約 30 分）
7/13（土）、7/14（日）13：30 ～

幕末から明治
期に流行した
「南画」。南画
の楽しみ方や
宇摩の南画家
を紹介します。

暁雨館の催し
入場無料

「第 15 回愛石のススメ展」

7/9（火）～ 8/25（日）

※最終日は 15：00 まで

企画展示室 A

○石の鑑定コーナー
8/4（日）9：00 ～ 16：00
ご持参の石の種類を鑑定します。
※金額の鑑定ではありません

岩石・鉱物の宝庫と言われる関川・
赤石山系で採れる石の魅力が満載
です。

しこちゅ～
紙と神の物語
要申込

7/27（土） 10：00 ～（約 3時間）

※集合場所　ルミエール駐車場（三

島中央）

ガイドの案内で興願寺、三島神社、
中通り商店街などを巡りながら、
地域の歴史を学びませんか！
小学生以上
15 名
7/19（金）17：00 まで
2,000 円（昼食代、保険料含む）
　市観光協会　77-5003

「昭和の女優・平成の女優イラスト展」

7/14（日）～ 8/4（日）

3階　企画展示室

【開館時間】9：00 ～ 16：00

【休館日】毎週月曜日、祝日の翌日

　28-6257

色鉛筆、クーピー、水彩で描いた
女優のイラストを約 100 点展示

紙のまち資料館の催し
入場無料

 

 

第 10 回戦国水鉄砲！
「関川の戦い」
要申込

8/25（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
小学生（1チーム 5名）
20チーム　※応募多数の場合抽選
7/26（金）まで
1人 500 円
　戦国水鉄砲実行委員会（土居町
商工会青年部）　74-5889

　一般 500 円　高校生以下 100 円
　（全席自由）
※チケットの販売はありません。当日
受付で料金をお支払いください
　ユーホール（土居文化会館）
　28-6353

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

8/3（土）15：30 ～（開場 15：00）

ユーホール（土居文化会館）

【出演者】
大谷雄一さん（チェロ）
大槻健太郎さん（コントラバス）


