出かけてみませんか

場所

ＥＶＥＮＴ情報
第 43 回四国中央
紙まつりに参加しよう！
今年の開催日が決定♪

8/1（土）、8/2（日）の 2 日間
「紙・コレクション 2020」参加者募集 !!
8/1（土）
○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
「紙おどり」参加連募集 !!
8/1（土）19：00 ～

上記 3 つの募集期間
4/1（水）～ 5/7（木）
「飾るてんびん」の絵（書）募集 !!
4/1（水）～ 4/24（金）
※先着 16 枠。作品用紙は事務局で配布
【作品締切日】6/12（金）まで
※作品は 7 月上旬頃から約 1 か月飾り、
優秀作品には賞金または賞品を贈呈

対象者

募集期限・期間
参加費

NAOTO& 清塚信也
アコースティック・
デュオコンサート

定員

持参品

申込方法・申込先

講師

しこちゅ～ホール開館記念事業

問い合わせ先

ファクス

しこちゅ～ホール

59-4510

NHK「民謡魂 ふるさとの
唄」公開収録観覧者募集
要申込 ・ 無料

7/26（日）14：00 ～（開場 13：30）
大ホール
6,000 円（全席指定）

5/31( 日 )18：30 ～（開場 17：30）
大ホール
全国各地に脈々と息づく唄や郷土芸
※ 3 歳以下は入場不可。4 歳以上は 能の数々を掘り起こし、ふるさとの
チケットが必要
“知られざる魅力”を
※友の会割引はありません
再発見する番組です。
【司会】
城島 茂（TOKIO)
塩屋紀克ｱﾅｳﾝｻｰ

川之江地区商店街周辺
「紙まつり」ボランティアスタッフ募集 !!
8/1（土）
・8/2（日）
イベント運営補助
高校生以上

内容

市内前売販売 4/10（金）10：00 ～
しこちゅ～ホール（市民文化ホー
ル）、ミュージックセンターオオ
サカヤ川之江店

【歌手】木島ユタカ ほか
5/12（火）まで（必着）
郵便往復はがき（私製はがきを除
く）にてお申し込みください。
往信オモテ

返信ウラ
〒 790-8501

ミュージックセンターオオサカヤ
観音寺店 0875-25-2201

北海道歌旅座
昭和の歌コンサート
「愛の賛歌」

6/26（金）
昼公演 13：30 ～
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 （開場 13：00）
夜公演 18：30 ～
（産業支援課内）
（開場 18：00）
※土・日・祝日を除く
小ホール
28-6186
28-6242
1,500 円
「紙まつり」で検索
（当日 2,000 円）
※申込用紙はホームページまたは事
前売販売 4/15（水）10：00 ～
務局にあります
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、ミュージック
センターオオサカヤ川之江店、フ
ジ グ ラ ン 川 之 江、 観 音 寺 ハ イ ス
タッフホール、ローソンチケット
（L コード：62965）

NHK 松山放送局
「民謡魂
ふるさとの唄」 係

返信オモテ

何も書かないで
ください
抽選結果を印刷して
ご返送します。

往信ウラ

〇〇〇 - 〇〇〇〇

①郵便番号

申込者の
郵便番号

②住所

住

所

③名前

名

前

④電話番号

※未就学児入場不可
※応募多数の場合は抽選のうえ、当
選者には入場整理券（1 枚で 2 人入
場可）を、落選者にはその旨の通知
を 5/21（木）ごろにお送りします
※詳しくは、お問い合わせください
NHK 松山放送局
「民謡魂 ふるさとの唄」
089-921-1181
（平日の 10：00 ～ 18：00）

紙のまち資料館の催し
無料
【開館時間】9：00 ～ 16：00
【休館日】毎週月曜日、祝日の翌日
※ 5 月の休館日
5/7、5/8、5/11 ～ 5/13、5/18、5/25
28-6257

川之江高校美術部 OB きささげ会展
4/12（日）～ 5/31（日）
3 階 企画展示室
ペーパーオリンピッ
ク。 世 界 10 か 国
の紙を使った絵

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
さかうえまさあき

坂上雅明透明水彩画展
～四国遍路八十八ヶ所を描く～
4/4（土）～ 4/12（日）
※最終日は 14：00 まで
水彩画愛好家の
坂 上 雅 明 氏（ 本
市出身）が四国
遍路を通して描
いた風景画 88 点

や 写 真 約 40 点 を
展示

霧の森ギャラリー展
無料
【開館時間】10：00 ～ 17：00
4 月から 8 月の間は休まず営業しま
す（交湯～館を除く）。
72-3111

新宮太郎の野鳥写真展
4/11（土）～ 4/29（水・祝）
霧の森ギャラリー（菓子工房 2 階）
新宮町、香川県
西讃地域の珍し
い野鳥を紹介し
ます。

を展示

第 42 回
みしま子どもの祭典
5/2（土）10：00 ～ 12：00
みしま児童センター
※雨天決行
式典、室内ゲーム、そうめん流しほか
※先着 200 名の幼児・児童にバザー
券（300 円分）を販売
みしま児童センター

暁雨館の催し

赤石山草会

handmade イベント
ふぃ～る♪ 15 入場無料
4/26（日）11：00 ～ 15：00
ユーホール（土居文化会館）
県内外から約 60 ブースのハンドメ
イド作品や Food&Drink が並びます。
にじのとびら 77-5254

28-6072

春の山野草展

4/20（月）～ 5/1（金）
ふれあい館ギャラリー（ふれあい館内）
か れ ん

可憐で清楚な風情の山野草展。期
間中、苔玉教室を実施
霧の森交湯～館
ゴールデンウィークも営業！
5/4（月・祝）は清掃のため営業
時間を短縮
入浴 10：00 ～ 19：00
※最終受付 18：30
軽食は 17：00 オーダーストップ
0896-72-2611

第 48 回硯友書作展
無料
5/2（土）

9：00 ～ 17：00

5/3（日・祝）9：00 ～ 16：00
川之江文化センター 2 階 ホール

県総合科学博物館
イベント情報
【開館時間】9：00 ～ 17：30
0897-40-4100
企画展「パズル展～パズル島へよう

こそ！～」
日々の努力の成果を発表！
4/18（土）～ 6/21（日） 企画展示室
硯友書道会 090-7582-8646（篠原）
パ ズ ル が 科 博 に 大 集 合！ 実 際 に
触って遊びながら、数学的な法則
を楽しく学べます。
高校生以上 700 円、65 歳以上 600
円、小中学生 400 円（常設展示と
セット料金有り）

しこちゅ～
紙と神の物語

要申込

4/25（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、
西参道、中通り商店街などを巡り
ながら、本市の歴史を学びません
か！昼食やおやつも有ります。
小学生以上
15 名（最少催行人数 2 名）
4/22（水）17：00 まで
2,000 円（昼食、保険料など含む）
市観光協会

77-5003

Felice（ﾌｪﾘｰﾁｪ）
曽我部智花・森實あかり
デビューリサイタル
4/29（水・祝）
14：00 ～（開場 13：30）

かしょう

無料
高畠華宵と
大正ロマンの世界展
展覧会

スポーツ教室見学会
無料・申込不要
4/17（金）19：30 ～ 21：00
伊予三島運動公園（体育館、多目的

4/17（金）～ 4/19（日）
グラウンド）
しこちゅ～ホール（市民文化ホール） 9：00 ～ 18：30
市内で年間を通じて活動している
しこちゅ～ホール（市民文化ホール）
大ホール
スポーツ教室を、一度に見学！
500 円（小学生以下無料）
展示室
開催教室
※未就園児の親子室有り
剣道、柔道、空手道、ミニバスケッ
音楽付き講演会＆ソプラノコンサート
チケット販売中
ト、フェンシング、ボクシング、
4/19（日）13：30 ～ 16：00
ミュージックセンターオオサカヤ
少林寺拳法、ラグビー、スポーツ
しこちゅ～ホール（市民文化ホール）
川之江店、明屋書店川之江店、事
チャンバラ、キンボール
小ホール
務センター㈱ミヤザキ、フジグラ
小学生（一部幼児・中学生も可）
〇第 1 部 音楽付き講演会
ン川之江、チケットぴあ（P コー
※保護者同伴でお越しください
「高畠華宵と大正ロマンの世界」
ド 780718）
市スポーツ協会 28-6071
高畠麻子さん（高畠華宵大正ロマ
090-7575-1473（曽我部）
ン館主任学芸員）
歴史感じる
090-1328-5239（森實）
ムー・テンジンさん（シタール奏者）
ゆっくりウォーク‘20
〇第 2 部 ソプラノコンサート
要申込
「大正叙情歌とオペラアリア」
4/21（火）8：00
井上ゆかりさん（ソプラノ歌手）
徳島県美馬市・つるぎ町
佐藤由美子さん（ピアノ伴奏）
集合場所 伊予三島運動公園駐車場
（青果市場北側）
※雨天決行
商人の心意気により創り上げられ
た、うだつの町並みを散策します
（距離約 6 ㎞）。
40 名 ※応募多数の場合は抽選に
より決定します
4/13（月）8：30 ～ 10：30

四国まん中
アートコロニー
090-8978-1344
（田尻）

掲載しているイベントなどは、
新型コロナウイルス感染防止の
観点から、中止または延期され
る場合があります。実施につい
ては市公式ホームページでご確
認ください。

親子ふれあいあそび
無料
とき

ところ

内容・対象

5/ 8（金）川之江図書館 おはなし主体
5/12（火）妻鳥保育園 0 歳児主体
5/13（水）川之江体育館 自由遊び主体
5/14（木）川之江ふれあい
交流センター 1・2 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

抽選日時
4/13（月）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
2,000 円（バス代、昼食代、保険
料含む）
市スポーツ協会

28-6071

