●和紙教室作品展
俳画、ちぎり絵、人形、染め紙など和紙教室受講生の
作品を展示。
期間 〜12月23日㈫まで
【 開 館 時 間 】９時〜18時
【12月・年始休館日】月曜日、24日㈬、29日㈪〜１月３日㈯

●和紙とあそぶちぎり絵展
風景・草花など、和紙を使
って作画した作品を展示。和
紙の持つあたたかさ、やさし
さが詰まった作品をぜひご覧
ください。
期間 12月２日㈫〜30日㈫
場所 椿交流館内
まちづくり展示コーナー
●オアシス館市民ギャラリー出展者募集
市民の皆さんの創作文化活動などで生み出された作品
を展示し、交流の輪を広げるための場所です。展示内容
など詳しくは、スタッフへお気軽にご相談ください。
【開 館 時 間】オアシス館：９時〜18時
椿 交 流 館：10時〜22時（札止め21時30分）
【12月休館日】オアシス館：無休
椿交流館：水曜日

●市内小・中学生無料開放日
日時 12月６日㈯・13日㈯ 10時〜12時
●25ｍプールの塗替え工事のため休館します
期間 12月19日㈮〜28日㈰
※工事期間中はご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協
力をお願いします。
【 開 館 時 間 】10時〜21時
【12月・年始休館日】月曜日、19日㈮〜１月４日㈰

年中無休
※清掃日は13時まで札止め

河之内甲494番地

TEL0898−66−0372

よいお湯に、美味しい食事、
日帰りでさっぱり、泊まりでのんびり！
●清掃日
●入
●宿

浴
泊

本館・家族風呂：毎週水曜日
新館：第２・４金曜日
９時〜22時（札止め：21時30分）
チ ェ ッ ク イ ン：15時
チェックアウト：10時

毎月６・16・26日は
椅子式全身マッサージ器無料開放日
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●企画展示「発刊記念 小松藩庄屋・佐伯家の古文書」
小松町大頭の旧庄屋・佐伯家の貴重な古文書が「郷土
資料集 第６集」として発刊されました。大正末年に紹
介されてから90年ぶりに活字化され、小松藩が成立する
以前の資料としては県下で唯一のもので、各方面から注
目されています。
今回は解読文と解説を付け、
内容を分かりやすく展示。
松山藩・加藤嘉明とその重
臣達が、小松大頭村の庄屋と
交わした珍しい古文書です。
期間 〜12月21日㈰まで
【 開 館 時 間 】９時〜17時30分
【12月・年始休館日】水曜日、25日㈭、28日㈰〜１月３日㈯

●丹原地域 小・中学生作品展
丹原地域の小・中学生による絵と工作を展示。
期間 12月19日㈮〜１月12日㈪
●佐伯勇先生顕彰愛蔵品展
丹原町出身で、若くして近畿日本
鉄道のトップに昇り詰め、郷土の文
化教育の発展に尽くされた実業家、
佐伯勇氏の遺徳を称え、遺愛の品々
や貴重な写真などを展示。
期間 〜12月14日㈰まで
【 開 館 時 間 】８時30分〜17時
【12月・年始休館日】月曜日、24日㈬、29日㈪〜１月３日㈯

【四国鉄道文化館

北館】

●愛光学園「鉄道研究部」製作の鉄道ジオラマ展示
今年９月の愛光学園文化祭で
展示された鉄道ジオラマを北館
で披露。年々進化を続けている
このジオラマは、部員の手で精
巧に製作されています。
期間 12月14日㈰〜２月11日㈬
●紙芝居「十河信二伝」上演（協力：つくしんぼの会）
十河信二氏の偉業を楽しく読み聞かせてくれます。
日時 12月14日㈰ 14時上演

【四国鉄道文化館

南館】

●シゴナナぷらす（Ｃ57の楽しいお掃除・学習会）
日時 毎月第２日曜日 13時〜（２時間程度）
対象 小学生以上（小学生は保護者同伴）
講師 Ｃ57−44の修復整備に携わった大山正風さん
定員 10人（先着順）
参加費 2 5 0 円（保険料等）
申込方法 南館にある申込用紙に必要事項を記入。
【 開 館 時 間 】９時〜18時
【12月休館日】水曜日 ※観光交流センターは無休

●特別展示「永納山城っていつの城？どんな城？」
〜出土品遺物から見た永納山〜
期間 12月３日㈬〜25日㈭ ※最終日は16時まで
●郷土史講座
テーマ 「永納山城っていつの城？どんな城？」
日時 12月11日㈭ 14時〜16時
講師 渡邊芳貴氏
定員 30人（先着順）
申込期限 12月４日㈭ ※電話・ファクスで申し込み
【 開 館 時 間 】９時〜17時
【12月・年始休館日】月曜日、24日㈬、29日㈪〜１月３日㈯

●木工教室
先月より制作中の「干支」を仕上げます。
日時 12月13日㈯・27日㈯ 13時30分〜15時30分
●絵画教室
水彩画を描きます。 ※用具は各自持参
日時 12月５日㈮・19日㈮ 19時〜21時
●中高年ピアノ教室
40歳以上の初心者向けです。 ※教材は自己負担
日時 12月３日㈬・17日㈬ 13時30分〜15時30分
●12月企画展「2014・第63回秋季県展入選作品展・洋画」
西条市在住者の作品を展示。
期間 12月２日㈫〜21日㈰
【 開 館 時 間 】９時〜22時
【12月・年始休館日】月曜日、24日㈬、29日㈪〜１月３日㈯

▼ プラネタリウム情報 ▼

●西条の丘陵遺跡展
八堂山では、食用に供
されたと思われる多量の
貝殻が出土しています。
どんな干潟で貝殻が採集
されたのか、2000年前の
海岸線を想像しながら食文化について考えます。
併せて、昭和36年ごろ全国的に注目されていた西条地
方での天然採苗による海苔養殖の作業工程を写真で展示。
期間 12月６日㈯〜１月27日㈫
●考古学講座体験学習写真展示
平成26年度考古学講座の中で体験した写真を展示。
期間 12月６日㈯〜１月27日㈫
●火おこし体験
日時 12月７日㈰・21日㈰ 11時〜15時
※体験希望の方は、考古歴史館までお申し込みください。
【 開 館 時 間 】９時〜17時
【12月・年始休館日】月曜日、24日㈬、29日㈪〜１月３日㈯

●特別展「十河信二コレクションと伊藤五百亀展」
期間 〜12月23日㈫まで
●喜寿記念展
市内在住の越智マユミ氏、山路和夫氏、久保克文氏、
河本坦氏の作品を展示。
時間 ９時〜18時
期間 12月11日㈭〜21日㈰
●市民ギャラリー・会議室利用者募集中
※詳細は五百亀記念館にお問い合わせください。
【 開 館 時 間 】９時〜19時
【12月・年始休館日】月曜日、24日㈬、29日㈪〜１月３日㈯

ワンピース プラネタリウム
〜麦わらの一味と星空の航海へ！〜
投影開始時間（10分前にはお越しください。約30分投影）
○火〜金曜日：13時30分、15時
○土・日曜日・祝日：11時、13時10分、14時20分、
15時30分
※第２・４土曜日の11時の１回目は観覧料無料です。
観覧料 50〜200円（幼児、65歳以上の方は無料）

●おたのしみ会〜スペシャルゲストがくるよ〜
日時 12月14日㈰ 10時〜11時30分
参加費 2 5 0 円
定員 小学生15人
申込期限 12月６日㈯
※電話での申し込み不可、申し込み多数の場合は抽選

●干支展：羊
来年の干支「羊」にちなんだ伝統的郷土玩具を展示。
期間 12月10日㈬〜１月31日㈯
●現代日本の手仕事展
全国の民芸作品の展示即売を行います。
期間 12月13日㈯〜２月１日㈰
●ギャラリートーク
「日本の手仕事の現状」
日時 12月13日㈯
13時〜14時30分
講師 手仕事フォーラム
代表 久野恵一氏
●ひろき窯展示即売会
多川ひろき氏の作品（砥部焼き）の展示即売会。
簡素で確かな造形力と使い易さが特徴です。
期間 〜12月７日㈰まで ※最終日は15時まで

【 開 館 時 間 】８時30分〜17時
【12月・年始休館日】月曜日、24日㈬、29日㈪〜１月３日㈯

【 開 館 時 間 】９時〜16時30分
【12月・年始休館日】月曜日、24日㈬、29日㈪〜１月３日㈯
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西条図書館：大町1590

TEL0897−56−2668

東予図書館：周布427

TEL0898−65−4797

丹原図書館：丹原町池田1733−1（丹原総合支所３階） TEL0898−68−8711
小松温芳図書館：小松町新屋敷甲3007−1 TEL0898−72−5634

西条図書館
○ぴょんぴょんお話会
12月13日㈯ 15時〜16時
対象：幼児・小学生
○ぴよぴよお話会
12月17日㈬ 10時〜10時30分・10時30分〜11時
対象：乳幼児
東予図書館
○ころころどんぐりお話会
12月18日㈭ 10時30分〜
対象：乳幼児以上
丹原図書館
○ばらっこおはなし会
12月13日㈯ 14時〜15時
対象：幼児以上
○たんたんおはなし会
12月25日㈭ 10時30分〜11時
対象：乳幼児
小松温芳図書館
○おはなし会
12月20日㈯ 10時30分〜 対象：乳幼児以上

●８日・22日（月曜日）

※その他の講座は各館で配布の「図書館だより」をご覧ください。
※丹原図書館は、丹原総合支所エレベーター工事に合わせ、特別
館内整理期間を設けるため、12月５日㈮から12日㈮まで休館し
ます。期間中は図書の予約・回送ができません。図書の返却は
ブックポストか、開館している図書館をご利用ください。

●10日・24日（水曜日）

【 開 館 時 間 】西条図書館：９時〜22時
東予図書館・丹原図書館・小松温芳図書館：９時〜19時
【12月・年始休館日】西条図書館：28日㈰〜１月３日㈯
東予図書館：月曜日、24日㈬、28日㈰〜１月３日㈯
丹原図書館：金曜日、６日㈯〜11日㈭、24日㈬、
28日㈰〜１月３日㈯
小松温芳図書館：水曜日、25日㈭、28日㈰〜１月３日㈯

●５日・19日（金曜日）

野々市集会所

10：00〜10：30

船屋集会所

10：00〜10：40

西田集会所前

10：40〜11：10

玉津団地集会所

10：50〜11：20

壬生川小学校

13：00〜13：30

西条小学校

13：00〜13：30

東予北地域交流センター

13：50〜14：20

桜樹公民館

14：30〜15：00

庄内公民館

14：40〜15：20

●12日・26日（金曜日）
オレンジハイツグラウンド 10：00〜10：40

●２日・16日（火曜日）
飯岡西原集会所

10：00〜10：40

グリーンハイツグラウンド 10：50〜11：30

飯岡戻川集会所

10：50〜11：20

玉津小学校

13：00〜13：30

橘小学校

13：00〜13：30

田滝小学校

14：20〜14：50

西条西部公園

13：40〜14：10

田野公民館

15：10〜15：20

石根公民館

14：30〜15：00

●13日・27日（土曜日）
楠河公民館

10：00〜10：30

10：00〜10：30

庄内小学校

10：50〜11：20

グループホームまなべ駐車場 10：40〜11：10

国安公民館

11：40〜12：00

飯岡小学校

13：00〜13：50

多賀小学校

13：10〜13：40

生涯学習の館

14：00〜14：40

周布小学校

13：50〜14：20

港新地集会所

14：50〜15：20

吉井公民館

14：30〜15：00

伊曽乃神社鳥居前

15：20〜15：40

●３日・17日（水曜日）
橘公民館

大谷西

10：00〜10：30

●７日・21日（日曜日）

西福寺入口

10：40〜11：10

千野々バス停前

９：30〜10：00

神戸小学校

13：00〜13：30

兎之山集会所

10：20〜10：50

神戸公民館

13：40〜14：10

舟形バス停横

11：00〜11：30

氷見公民館

14：20〜14：50

大郷集会所

13：30〜14：00

東部ウイングサポートセンター

15：10〜15：40

志川集会所

14：20〜14：50

中川公民館

15：00〜15：30

●11日・25日（木曜日）
市民の森入口分岐点

10：00〜10：30

ファミリーハイツ北公園

10：40〜11：20

禎瑞小学校

13：00〜13：30

徳田公民館

14：00〜14：40

吉岡公民館

15：00〜15：30

【 開 館 時 間 】８時30分〜17時
※幼児は、必ず保護者同伴でお越しください。
【12月・年始休館日】月曜日、23日㈫、29日㈪〜１月３日㈯

大町456−1

TEL0897−56−2511

広岡甲92−2

●クリスマス会（要申込）

●ワイヤーのミニツリー作り（要申込）

12月６日㈯ 13時30分〜15時 対象：小学生 定員：10人
ゲーム、プレゼント交換、クリスマスパフェ作りなど
●ゲーム遊び

12月４日㈭ 15時30分〜16時30分
12月６日㈯ 10時30分〜11時30分
対象：幼児・小学生 定員：20人
●リズム教室

12月13日㈯ 14時〜15時30分
●おはなし会
12月20日㈯

11時〜11時30分

対象：小学生

定員：15人

対象：幼児・小学生

■西条市内児童館・四館合同企画「チャレンジカップ」（要申込）
12月20日㈯ 14時〜15時 場所：各児童館
対象：小学生 定員：各15人
さまざまな種目にチャレンジして得点を競います。
12月の種目：ことばひろいゲーム、クリスマスダンシング、
星つりタイム
氷見西新開59

TEL0897−57−6061

TEL0898−66−5342

12月13日㈯ 10時30分〜11時30分
対象：幼児〜小学３年生
●クリスマス会（要申込）
12月13日㈯ 13時30分〜15時
対象：幼児・小学生 定員：50人
ゲーム、クリスマスケーキ作り、プレゼント交換など
●茶道クラブ
12月20日㈯

10時〜12時

対象：幼児・小学生

丹原町池田1802−3

TEL0898−68−6960

●クリスマス会（要申込）

●クリスマス会（要申込）

12月６日㈯ 10時30分〜12時30分
対象：幼児・小学生 定員：40人
クリスマスシアター、ゲーム、セルフうどんなど
●かんたん工作「お正月飾り作り」

12月６日㈯ 10時〜11時30分
対象・定員：小学生35人、幼児親子15組
おはなしペープサートやクリスマスゲーム、ケーキなど
●食べられるツリー作り（要申込）

12月13日㈯ 13時30分〜14時30分
対象：幼児・小学生
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12月13日㈯ 10時〜11時30分 対象：小学生
お菓子で作るクリスマスツリー

定員：50人

