
●館蔵品展

　東予郷土館が所蔵している絵画を展示。

期間　２月１日㈰～28日㈯

【開館時間】９時～18時
【２月休館日】月曜日、12日㈭

●市内小・中学生無料開放日

日時　２月７日㈯・14日㈯　10時～12時
●無料クロール教室

日時　２月28日㈯　10時30分～11時
対象　市内小・中学生

●水中モニターで水泳フォームを確認しませんか！

登録料　市民：無料　市外の方：1,000円（年度ごと）

使用料　300円（１回）　ＤＶＤ録画　200円

【開館時間】10時～21時
【２月休館日】月曜日

●国際平和ポスター・コンテスト

　毎年世界中のライオン

ズクラブは、地域の学校

や青年グループの国際平

和ポスター・コンテスト

を後援しています。11歳

から13歳までを対象とし

て、平和への思いを表現

することを奨励するこのコンテスト。ぜひご覧ください。

期間　２月２日㈪～27日㈮
場所　椿交流館内まちづくり展示コーナー

【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）
【２月休館日】オアシス館：無休
　　　　　　　椿 交 流 館：水曜日（11日開館）

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　本館・家族風呂：毎週水曜日

　　　　　新館：第２・４金曜日

●入　浴　９時～22時（札止め：21時30分）

●宿　泊　チェックイン：15時

　　　　　チェックアウト：10時

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

毎月６・16・26日は
椅子式全身マッサージ器無料開放日

【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

　部員手作りによる精巧な出来

栄えの鉄道ジオラマを展示中。

山や海岸、街並みなど丁寧に作

り込まれた風景の中を、多くの

模型列車が走行します。

期間　～２月11日㈬まで
●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　２月８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　２月８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　250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　※観光交流センターは無休
【２月休館日】水曜日（11日開館）、12日㈭

●俳句・俳画展

　俳句・俳画愛好家の作品展。

期間　～２月１日㈰まで
●工芸作品展

　組木、竹細工などの木工作品、ラビアンフラワー、ひ

ょうたん工芸、水引細工などの作品を展示。

期間　２月６日㈮～20日㈮
●絵画展（前期）

　田野洋画教室の洋画とグループ「コスモス」の水墨画

を展示。

期間　２月24日㈫～３月10日㈫
【開館時間】８時30分～17時
【２月休館日】月曜日、12日㈭

●「千の風になったあなたへ贈る手紙」巡回作品展

　西条市が募集し、国内外から千

通を超える応募をいただいた「千

の風になったあなたへ贈る手紙」

の作品展を開催。

　この作品展でしかご覧になれな

い手紙も多数展示する予定です。

　亡き大切な人への心温まる想い

をつづった感動の手紙をぜひご覧

ください。

期間　２月１日㈰～27日㈮

【開館時間】９時～17時30分
【２月休館日】水曜日（11日開館）、12日㈭、13日㈮、28日㈯
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【開館時間】８時30分～17時
【２月休館日】月曜日、12日㈭

●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　２月４日㈬・18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　２月６日㈮・20日㈮　19時～21時
●木工教室

　１月から制作中の「サイドテーブル」を仕上げます。

日時　２月14日㈯・28日㈯　13時30分～15時30分
●２月企画展「加藤春美社中池坊ミニ花展」

　いけばな池坊の作品を展示。

日時　１月31日㈯　10時～17時
　　　２月１日㈰　10時～16時
●企画展「グループどんぐり絵画小品展」

　グループどんぐりの油絵作品を展示。

期間　２月５日㈭～18日㈬　※最終日は17時まで
【開館時間】９時～22時
【２月休館日】月曜日、12日㈭

▼　プラネタリウム情報　▼

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）

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！～

●特別展示「昔の生活道具展」

　年配者には懐かしさ、若者には

驚きを感じさせる昔の生活道具。

　人の知恵を生かした昔の道具は、

今の生活でも十分使うことができ

そうです。

　どんな工夫がされているかご覧

ください。

期間　２月４日㈬～３月29日㈰

【開館時間】９時～17時
【２月休館日】月曜日、12日㈭

●ひょうたん加工作品展

  市内在住の寺田博さん

のミニひょうたん・大型

ひょうたんを展示。

　苦労して育てたひょう

たんに、彫る・切る・造

形などの手を加えて、素

晴らしい芸術作品に仕上げました。一つ一つ違った表情

を楽しみましょう。

期間　２月３日㈫～27日㈮
●スポット写真展

　市内の名所・旧跡など近くで見慣れた風景写真を展示。

期間　２月３日㈫～27日㈮
●火おこし体験

日時　２月８日㈰・22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
【２月休館日】月曜日、12日㈭

●「五百亀作品・エチュード編」～習作の魅力を探る～

期間　～６月21日㈰まで
●「夢いっぱい作品展」

期間　２月４日㈬～13日㈮　※最終日は15時まで　
●「NanaTsushima Exhibition」～Progressive love～

期間　２月21日㈯～28日㈯
●「実技講座」開設のお知らせ

　絵を習いたいと思う人を対象に、月１回の予定で絵画

等の実技講座（基礎編）を開設します。ご希望の方はぜ

ひお申し込みください。

●市民ギャラリー・会議室利用者募集中

　２階市民ギャラリーと会議室の利用者を募集していま

す。文化芸術活動の発表の場にご利用ください。

※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
【２月休館日】月曜日、12日㈭

●雛祭り人形と天神飾り

　恒例の全国各地の雛人形と天神飾りを展示。

期間　２月７日㈯～３月29日㈰

【開館時間】９時～16時30分
【２月休館日】月曜日、12日㈭

い 　 お 　 き

▲糸くり車
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●６日・20日（金曜日）

オレンジハイツグラウンド 10：00～10：40

グリーンハイツグラウンド 10：50～11：30

玉津小学校　　　　　　13：00～13：30

田滝小学校　　　　　　14：20～14：50

田野公民館　　　　　　15：10～15：20

●13日（金曜日）

船屋集会所　　　　　　10：00～10：40

玉津団地集会所　　　　10：50～11：20

西条小学校　　　　　　13：00～13：30

桜樹公民館　　　　　　14：30～15：00

●７日（土曜日）

楠河公民館　　　　　　10：00～10：30

庄内小学校　　　　　　10：50～11：20

国安公民館　　　　　　11：40～12：00

多賀小学校　　　　　　13：10～13：40

周布小学校　　　　　　13：50～14：20

吉井公民館　　　　　　14：30～15：00

伊曽乃神社鳥居前　　　15：20～15：40

●１日・15日（日曜日）

千野々バス停前　　　　９：30～10：00

兎之山集会所　　　　　10：20～10：50

舟形バス停横　　　　　11：00～11：30

大郷集会所　　　　　　13：30～14：00

志川集会所　　　　　　14：20～14：50

中川公民館　　　　　　15：00～15：30

【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

【２月休館日】西条図書館：21日㈯～28日㈯
　東予図書館：月曜日、12日㈭、28日㈯
　丹原図書館：金曜日、12日㈭、28日㈯
　小松温芳図書館：水曜日（11日開館）、12日㈭、13日㈮、28日㈯

西条図書館
○ぴょんぴょんお話会
　２月14日㈯　15時～16時　　対象：幼児・小学生
○ぴよぴよお話会
　２月18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
　２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
　２月14日㈯　14時～15時　　対象：幼児以上
○たんたんおはなし会
　２月26日㈭　10時30分～11時　　対象：乳幼児
小松温芳図書館
○おはなし会　２月21日㈯　10時30分～　対象：乳幼児以上
※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。

▼特別館内整理期間に伴い、各図書館が次の日程で休館します。
　西条図書館：２月21日㈯～28日㈯
　東予図書館：３月２日㈪～10日㈫
　小松温芳図書館：３月11日㈬～19日㈭

●２日・16日（月曜日）

野々市集会所　　　　　10：00～10：30

西田集会所前　　　　　10：40～11：10

壬生川小学校　　　　　13：00～13：30

東予北地域交流センター　13：50～14：20

庄内公民館　　　　　　14：40～15：20

●10日（火曜日）

飯岡西原集会所　　　　10：00～10：40

飯岡戻川集会所　　　　10：50～11：20

橘小学校　　　　　　　13：00～13：30

西条西部公園　　　　　13：40～14：10

石根公民館　　　　　　14：30～15：00

●４日・18日（水曜日）

大谷西　　　　　　　　10：00～10：30

西福寺入口　　　　　　10：40～11：10

神戸小学校　　　　　　13：00～13：30

神戸公民館　　　　　　13：40～14：10

氷見公民館　　　　　　14：20～14：50

東部ウイングサポートセンター　15：10～15：40

●11日（水曜日）

橘公民館　　　　　　　10：00～10：30

グループホームまなべ駐車場　10：40～11：10

飯岡小学校　　　　　　13：00～13：50

生涯学習の館　　　　　14：00～14：40

港新地集会所　　　　　14：50～15：20

●５日・19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

●ゲーム遊び

　２月14日㈯　14時～15時30分　対象：小学生　定員：15人

●えいごであそぼう！（要申込）

　２月21日㈯　10時30分～11時30分

　対象：小学生　定員：15人

●バレンタインチョコ作り

「ワッフルと焼ドーナツでデコしよう！」（要申込）

　２月７日㈯　13時30分～15時

　対象：小学生　定員：10人

●茶道クラブ

　２月14日㈯　10時～12時

　対象：幼児・小学生

●卓球大会（要申込）

　２月28日㈯　13時30分～15時

　対象：小学生　定員：20人

●バレンタインチョコ作り（要申込）

　２月14日㈯　10時30分～

　対象：幼児・小学生　定員：10人

●リトミック（要申込）

　２月25日㈬　10時30分～11時

　対象：２歳～未就学児親子　定員：10組

【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。

【２月休館日】月曜日、11日㈬

●バレンタインチョコ作り（要申込）

　２月14日㈯　10時～12時

　対象：小学生　定員：20人

●土曜あそび隊「わくわく体験！空手道場」（要申込）

　２月21日㈯　13時30分～15時

　対象：３歳～小学生（幼児は保護者同伴）　定員：20人

■西条市内児童館・四館合同企画「チャレンジカップ」（要申込）

　２月21日㈯　14時～15時　場所：各児童館
　対象：小学生　定員：15人

　さまざまな種目にチャレンジして得点を競います。　

　２月の種目：前まわしとび、うしろまわしとび、

　　　　　　　あやとび、二重とび
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