出かけてみませんか

内容

ＥＶＥＮＴ情報

募集期限・期間
参加費

イースターまつり

霧の森ギャラリー展

要申込

入場無料

4/13（土）10：00 ～ 12：00
【開館時間】10：00 ～ 17：00
三島公園 ピクニック広場
4 月から 8 月の間は休まず営業しま
雨天時：福祉会館 4 階 多目的ホール す（交湯～館を除く）。
0570-07-3111
エッグマグネット作りやエッグハ
ントなどのイースターにまつわる

野鳥の会

対象者

東予地区連絡会員

ゲームで楽しみませんか！
豊田耕三写真展
一般 400 円 / 人、会員 200 円 / 人
4/13（土）～ 5/6（月）
100 名（定員になりしだい締め切り） 霧の森ギャラリー（菓子工房 2 階）
はさみ
県内の鳥の生態や、珍しく貴重な
市国際交流協会 28-6014
写真を展示

定員

持参品

申込方法・申込先

講師

問い合わせ先

ファクス

翠波高原
菜の花まつり 2019
4/21（日）10：00 ～ 15：00
翠波高原
音楽ステージ、お楽しみ抽選会、
四国中央市物産展、バザーほか
※変更する場合があります
観光交通課 28-6187

ガイドと歩く
四国・参勤交代の道
～新宮町霧の森界隈～
赤石山草会

要申込
春の山野草展
4/6（土）～ 4/29（月・祝）
4/13（土）10：00 ～（約 3 時間）
ふれあい館ギャラリー（ふれあい館内） ※集合場所 霧の森第 1 駐車場
か れ ん
可憐で清楚な風情の山野草展。期
春の空気を感じながら、ガイドの
間中、販売会や苔玉教室も実施
案内で「土佐街道」を歩きません

紙のまち資料館の催し
入場無料
【開館時間】9：00 ～ 16：00
【休館日】毎週月曜日、祝日の翌日
※ 10 連休中の休館日は 9 ページを
ご覧ください
28-6257

時遊クラブ作品展
4/14（日）～ 6/2（日）
3 階 企画展示室
紙バンド・ペーパーフラワーを中
心とした作品を約 200 点展示

霧の森交湯～館
ゴールデンウィークも営業！
4/23（火）～ 5/6（月）
入浴 10：00 ～ 21：00
※最終受付 20：30
4/30（火）のみ

か！
2,000 円（昼食、保険料など含む）
小学生以上
12 名（最少催行人数 2 名）
4/10（水）17：00 まで
市観光協会 77-5003

入浴 10：00 ～ 19：00
※最終受付 18：30
飲食 17 時オーダーストップ
0896-72-2611

英語教室（初級）①
要申込
5/17 ～ 6/28（毎週金曜日・全 6 回）
10：00 ～ 11：30 ※ 6/7 はお休み
市役所市民交流棟 2 階

会議室 1

ユーホールロビー展

入場無料
テキストを使って基礎を学びます。
チェルシー・コリンズ（市 CIR） 【休館日】毎週月曜日、祝日の翌日
※ 10 連休中の休館日は 9 ページを
一般 6,000 円、会員 3,000 円
ご覧ください
（テキスト代 3,000 円別途必要）
28-6353
高校生以上
20 名（最少催行人数 5 名）
4/24（水）まで
市国際交流協会

28-6014

山紫陽花愛好会

山紫陽花展

5/25（土） 9：00 ～ 21：30
5/26（日） 9：00 ～ 16：00

歴史感じる
ゆっくりウォーク‘19

春の自然とふれあおう！

川之江ふれあい交流センター

春のネイチャーゲーム

こどもフェスティバル

要申込

要申込

4/23（火）8：00
4/14（日）10：00 ～ 12：15
西予市宇和町卯之町
（受付 9：30 ～）
※集合場所 伊予三島運動公園駐車場 森と湖畔の公園 受付：中央広場
※雨天決行
（青果市場北側）

4/28（日）10：00 ～ 12：00
川之江ふれあい交流センター 1 階
（市民会館川之江会館隣）
人形劇、作って遊ぼう（工作遊び
など）、くじ、わなげ、子育て支

江戸中期から昭和初期の商家が建
ち並ぶ、古き良き町並みを散策し

野外で五感を使って自然とふれあ
うゲームをしながら、春の自然を

ます（距離約 6.5 ㎞）。
2,000 円（バス代、昼食代、保険
料含む）

楽しみます。
大人 300 円（高校生以上）
子ども 200 円

40 名 ※抽選により決定
4/11（木）8：30 ～ 10：30

小学生以上は子どものみでの参加
みしま子どもの祭典
可能
4/27（土）10：00 ～ 12：00
筆記用具、バンダナ、敷物、飲み物、
みしま児童センター
帽子
※雨天決行
雨天時は、雨がっぱ、長靴、傘
式典、お楽しみランド、お祭り広場
4/12（金）まで
★ 先 着 200 人 の 幼 児・ 児 童 に バ
〒 799-0401 村松町 600 西川弘之
ザー券（300 円分）を販売
akaboshisn@gmail.com
みしま児童センター 28-6072
※はがきまたは E メールに参加
希望者全員の住所、氏名、年齢、
第 9 回ユーホール
電話番号を明記
アトリウムコンサート
えひめ赤星シェアリングネイチャー
「RICO 神島」
の会 24-7551（石川）

抽選日時
4/11（木）11：00
※抽選時に申込者が抽選場所にいな
い場合、当選しても無効になります
伊予三島運動公園体育館に備え付
けの申込書に、必要事項を記入の
うえお申し込みください。
※申し込みは一人につき 2 名まで
※今回参加される方は、11 月予定
の秋満喫健脚ウォークへの参加は
できません
伊予三島運動公園体育館
28-6071

無料・申込不要
4/17（水）19：30 ～ 21：00
伊予三島運動公園（体育館、多目的
グラウンド、テニスコート）
市内で年間を通じて活動している

剣道、柔道、空手道、ミニバスケッ
ト、フェンシング、ボクシング、
少林寺拳法、ラグビー、スポーツ
チャンバラ、キンボール、テニス
小学生（一部幼児・中学生も可）
※保護者同伴でお越しください
伊予三島運動公園体育館
28-6071
第 35 回チャリティー特別企画

ふれあい寸劇・踊り＆
無料
親睦歌謡祭
4/28（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）

第 41 回

4/16（火）19：00 ～（開場 18：30）
土居文化会館（ユーホール）
アトリウム
し
魂 を 揺 さ ぶ る 歌、 沁 み る 親 子 の
ハーモニーをお楽しみください。
一般 2,500 円（当日 3,000 円）
高校生以下 1,500 円（当日同額）
※未就学児は入場不可
七百人の會 089-977-0104
土居文化会館（ユーホール）

スポーツ教室見学会

スポーツ教室を、一度に見学！
開催教室（予定）

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

親子ふれあいあそび

28-6353

無料
とき

ところ

内容・対象

5/ 7（火）妻鳥保育園 0 歳児主体
5/ 8（水）川之江体育館 自由遊び主体
5/ 9（木）川之江ふれあい
交流センター 1・2 歳児主体
5/14（火）川之江図書館 おはなし主体
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

2019 プレナスなでしこ
リーグカップ 2 部
無料
4/13（土）13：00 キックオフ
スカイフィールド富郷
愛媛 FC レディース vs
セレッソ大阪堺レディース
株式会社愛媛 FC 089-970-0700

第 42 回四国中央
紙まつりに参加しよう！

！

よ開幕

いよい

今年は 7/27（土）
・7/28（日）開催

「飾るてんびん」の絵（書）募集 !!
4/1（月）～ 4/26（金）

えひめさんさん物語 開幕祭

※土・日曜日を除く
4/20（土）10：00 ～ 16：00
※先着 16 枠。作品用紙は事務局で配布
山根公園グラウンド（新居浜市角野新田町 3-2822-9）
【作品締切日】6/14（金）まで
開幕宣言、もちまき、お祭りパフォーマンス、ゲストトークショー、6 つ
※作品は 7 月中旬から約 1 か月飾り、
の物語「○×クイズ」、3 市 PR タイム、グルメストリートなど
優秀作品には賞金または賞品を贈呈

5 月から 6 つの物語がスタート！

第1話

ものづくり物語

さんさん都工場芸術祭

～工場のおしばい～
街の象徴であるものづくり産業にスポットを当て、工場の建物に人の顔の
映像を投影し、その顔が話しだしお芝居を繰り広げます。
5/5 ( 日・祝 ) 1 回目：19：30 2 回目：20：30 大王製紙株式会社三島工場
【観覧場所】市港湾庁舎付近（三島紙屋町） ※雨天時予備日：5/6（月）

「紙・コレクション 2019」参加者募集 !!
～アーティスト in ファクトリー～ 7/28（日）
企業とアーティストが協働して作 ○ファッションショーモデル
品を制作。ものづくり現場の面白さ ※衣装はモデル側で自作。作り方教えます
を楽しんでいただきます。
○ボランティアサポートスタッフ
5/5 ( 日・祝 )
4/1（月）～ 5/7（火）
【参加企業】※敬称略
※土・日・祝日を除く
株式会社一柳（一柳こんにゃく店）
© 髙橋匡太
「紙おどり」参加連募集 !!
伊予水引金封協同組合
（写真はイメージです）
7/27（土）19：00 ～
カクケイ株式会社
～オープンファクトリー～
川之江地区商店街周辺
協和紙工株式会社
ものづくり現場の凄さ、面白さが
4/1（月）～ 5/7（火）
わかる工場見学。工場内部を特別公
※土・日・祝日を除く
開します。
「紙まつり」ボランティアスタッフ募集 !!
5 月～ 11 月の期間中
7/27（土）・7/28（日）
【参加企業】※敬称略
株式会社一柳（一柳こんにゃく店）
、
イベント運営補助
梅錦山川株式会社
高校生以上
岡田電機株式会社
4/1（月）～ 5/7（火）
（写真はイメージです）
川之江造機株式会社
※土・日・祝日を除く
チャレンジプログラム
大王製紙株式会社
「キナリマルシェ pongee」
有限会社脇製茶場
申し込み・問い合わせ
4/27（土）10：00 ～ 15：00
四国中央紙まつり実行委員会事務局
※詳しくは、ホームページをご覧く すすきヶ原入野公園（土居町入野）
（産業支援課内）
ださい
雨天時：農村環境改善センター
28-6242
28-6186
東予東部圏域振興イベント実行委
ワークショップや LIVE、えほんのお
「紙まつり」で検索
員会（県東予地方局内）
はなし会など 40 ブース以上が出展し ※申込用紙はホームページまたは事
0897-56-1300
ます。
務局にあります。
090-6288-2364（寺尾）

