
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

6/ 5（水）川之江図書館 おはなし主体

6/ 7（金）川之江体育館 自由遊び主体

6/11（火）妻鳥保育園 0歳児主体

6/13（木）川之江ふれあい
交流センター 1・2歳児主体

親子ふれあいあそび
無料

ＥＶＥＮＴ情報ＥＶＥＮＴ情報
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

ガイドと歩く
四国・参勤交代の道
～新宮町霧の森界隈～
要申込

6/8（土） 10：00 ～（約 3時間）

※集合場所　霧の森第 1駐車場

初夏を感じながら、ガイドの案内
で「土佐街道」を歩きませんか！
小学生以上
12 名（最少催行人数 2名）
6/3（月）17：00 まで
2,000 円（昼食、保険料など含む）
　市観光協会　77-5003

しこちゅ～
紙と神の物語
要申込

5/25（土） 10：00 ～（約 3時間）

※集合場所　ルミエール（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、
本市の歴史などを学びませんか！
小学生以上
15 名
5/17（金）17：00 まで
2,000 円（昼食、保険料など含む）
　市観光協会　77-5003

霧の森 20 周年感謝祭

20 周年を記念して、お茶まつりを
パワーアップ！新茶の即売会や産
直市、ステージイベントやもちま
きなど、内容盛りだくさん。毎年
恒例大人気の「茶そばわんこ大会」
や蛇口から新宮茶が出る「ちゃぐ
ち」でお茶尽くしの 1 日を楽しめ
ます！また、5/1（水）～ 8/31（土）
の 4 か月間は「20 周年謝恩期間」
とし、霧の森・霧の高原各施設で
記念イベントを実施します。
霧の森　72-3111

6/2（日）9：00 ～ 15：00

新宮町霧の森周辺

しこちゅ～ホール開館記念事業
仲道郁代ピアノ・リサイタル

8/24（土） 14：00 ～（13：30 開場）

しこちゅ～ホール（市民文化ホール）

※前売券が完売した場合は当日券の販売はありません
　しこちゅ～ホール（市民文化ホール）77-5142〔5/31（金）まで〕
　　　　　　　　　　　　　　　　　　59-4510〔6/3（月）～〕

一般 2,500 円（当日 3,000 円）
高校生以下 1,000 円（当日 1,500 円）
※こけら落とし公演のため、特別価格となっています
※全席指定。未就学児入場不可

友の会先行販売
6/3（月）10：00～
しこちゅ～ホール（市民文化ホール）
※友の会については、広報 5月号同
封のチラシをご覧ください
一般前売り販売
6/11（火）～
しこちゅ～ホール（市民文化ホー
ル）、ユーホール（土居文化会館）、
明屋書店（川之江店・MEGA 西の土
居店・新居浜松木店・川東店）、 ロー
ソンチケット（Lコード：62764）

【開館時間】10：00～ 17：00

　72-3111

花
はなゆう

遊　押し花作品展

5/1（水）～ 6/2（日）

霧の森ギャラリー（ふれあい館内）

霧の森ギャラリー展
入場無料

合田加代子と仲間達

切り絵作品展

5/11（土）～ 6/2（日）

霧の森ギャラリー

（菓子工房 2階）



英語カフェ①
要申込

5/26（日）15：00 ～ 16：30

ジョイフル川之江店

カジュアルな雰囲気で自由な話題
を英語で話しませんか
高校生以上
15 名
5/23（木）まで
一般 500 円、会員 200 円
※別途飲食代が必要
チェルシー・コリンズ（市 CIR）、
市 ALT
　市国際交流協会　28-6014

国際交流員とニュースの記事を題
材にして英語を学びませんか。
中級～
20 名
5/15（水）まで
一般 4,000 円、会員 2,000 円
チェルシー・コリンズ（市 CIR）　
市国際交流協会　28-6014

5/16 ～ 6/27（毎週木曜日・全 6回）

19：00 ～ 20：00　※ 6/6 はお休み

市役所市民交流棟 2階　会議室 1

第 39 回四国中央市
三島連合書道展
入場無料

5/25（土）9：00 ～ 17：00

5/26（日）9：00 ～ 16：00

中之庄公民館

各会派の作品約 85 点を展示
三島書道連合会事務局
74-2902（西川）

第 47 回硯友書作展
入場無料

5/18（土）9：00 ～ 17：00

5/19（日）9：00 ～ 16：00

川之江文化センター 2階　ホール

日々の努力の成果を発表！
硯友書道会　090-7582-8646（篠原）

5/11（土） 9：00 ～ 17：00

5/12（日）9：00 ～ 16：00

川之江文化センター 2階　ホール

山野草、ミニ盆栽、席飾りの展示。
実技講習 2日間。即売有り。
川之江緑風会事務局
080-6392-9010（尾藤）

第 51 回川之江緑風展
入場無料

チャレンジプログラム～伊予手漉
す

き和紙　職人技に挑戦～
6/23（日）

1回目 10：00 ～ 11：40　2 回目 13：00 ～ 14：40　3 回目 15：00 ～ 16：40

紙のまち資料館 2階　手すき実習室

手すき職人の技を間近で見学した後、紙すき体験ができます。また、
簡単な、はがき・しおり作りも体験できます。
小学 4年生以上
各回 20 名（定員になりしだい受け付け終了）
6/11（火）まで
電話・ファクス・Ｅメールのいずれかで申し
込みください。ファクス・Eメールの場合は、
住所、氏名、生年月日、電話番号、参加希望
の時間を明記してください（様式自由）。
※ファクス・Ｅメールで申し込みされた方には、6/12（水）～ 6/16（日）
に参加決定の連絡をします。参加希望時間ごとの応募者が定数を超え
た場合は、時間帯を変更させていただきますので、ご了承ください
はがき・しおり作りのみの体験　大人 500 円　中学生以下 200 円
職人技に挑戦した紙すきも体験　大人 1,000 円　中学生以下 500 円
　紙のまち資料館　28-6257　　28-6196
kaminomachi@city.shikokuchuo.ehime.jp

参加者募集！

（写真はイメージです）

もっと！あったマルシェ
 2019

福祉事務所と協働したマルシェ、
障がい者のアートやライブなどが
あり、年齢や障がいの有無に関わ
らず参加できます。障がいのある
方のアート作品を募集しています。
もっと！あったマルシェ 2019 実
行委員会事務局（社会福祉法人　
光と風内）　24-4006

6/2（日）10：00 ～ 15：00

新町商店街・三島中央公園・

三島公民館

5/25（土） 19：00 ～

ユーホール（土居文化会館）

アトリウム

曲目「秋の月」「情熱大陸」「恋は
水色」など
G. 奏楽　28-1150（山内）

伝統楽器の魅力広がる
第 7回奏楽らいぶ
無料

5/24（金）～ 5/26（日）

9：00 ～ 17：00

（最終日は、16：00 まで）

川之江文化センター 2階　ホール

第 23 回宇摩美術会展
入場無料

宇摩美術会　23-2694（宮崎）

5月の休館日について　6日（月）～9日（木）、13日（月）～16日（木）、
　　　　　　　　　　 20 日（月）、21 日（火）、27 日（月）

NEWS 英会話①
要申込


