●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 〜３月10日㈫まで
●絵画展（後期）
地域の方の県展入選作品を含む絵画を展示。
期間 ３月13日㈮〜27日㈮
【 開 館 時 間 】８時30分〜17時
【３月休館日】月曜日、24日㈫

●特別展「小松史談会 65年のあゆみ」展
小松町に「史談会」が発足したの
は昭和24（1949）年７月。薄紙にガ
リ版印刷の「創刊号」から始まり、
諸先輩・歴代会長へ引き継がれて、
今では史跡巡りや勉強会なども充実
し、その歴史と会員数は県下に誇れ
る団体に成長しています。今回はさ
らなる発展をめざして、現在までの
「小松史談会」の歴史と活動・行事などを紹介します。
期間 ３月21日㈯〜５月６日㈬
【 開 館 時 間 】９時〜17時30分
【３月休館日】水曜日、12日㈭〜19日㈭、23日㈪、31日㈫

●八重美教室押し花展
庭に咲いている花、あぜ道の
草、きゅうり、なすの皮など、
身のまわりのものを押し花にし
て、それを利用した風景アレン
ジなどを額にしています。楽し
くワクワクする作品がいっぱい
です。ぜひご覧ください。
期間 ３月12日㈭〜30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）
【３月休館日】オアシス館：無休
椿 交 流 館：水曜日

●電子工作教室
光センサーを利用した「ひかり草笛」を作ります。
日時 ３月21日㈯ 10時〜11時30分
対象 小学生
定員 15人（先着順）
●愛媛県総合科学博物館 巡回展「森の博物館」
期間 ３月４日㈬〜22日㈰
【 開 館 時 間 】９時〜18時
【３月休館日】月曜日、24日㈫

【四国鉄道文化館

北館】

●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 ３月８日㈰ 14時上演

【四国鉄道文化館

南館】

●春休み短期水泳教室参加者募集
日時 ３月25日㈬〜28日㈯ 16時〜17時
対象 小学生（新１年生を含む）
参加費 3 ,5 0 0 円
募集人数 25人（先着順）
申込期間 ３月１日㈰〜20日㈮
●市内小・中学生無料開放日
日時 ３月７日㈯・14日㈯ 10時〜12時
●無料クロール教室
日時 ３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 3 0 0 円 （１回） ＤＶＤ録画 200円

●シゴナナぷらす（Ｃ57の楽しいお掃除・学習会）
日時 ３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 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 】10時〜21時
【３月休館日】月曜日

【 開 館 時 間 】９時〜18時
【３月休館日】水曜日 ※観光交流センターは無休

河之内甲494番地
TEL0898−66−0372

【工事による駐車場閉鎖のお知らせ】
鉄道歴史パーク周辺で雨水排水施設の整備工事が行わ
れています。３月下旬から４月下旬にかけては、工事の
ため北館側の駐車場が一時閉鎖となる場合があります。
駐車場の閉鎖期間など詳細が決まりましたら、鉄道歴史
パークのホームページ（http://s‑trp.jp/）でお知らせ
します。ご理解とご協力をお願いいたします。

毎月26日「お風呂の日」は
★イス式全身マッサージ器無料開放！
★ポイント２倍デー！
毎月６・16・26日は
★イス式全身マッサージ器無料開放

年 中 無 休 ※清掃日は13時まで札止め。
●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
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●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 〜３月29日㈰まで

【 開 館 時 間 】９時〜16時30分
【３月休館日】月曜日、24日㈫

●木工教室
今月の制作物は自由です。講師の指導を受けたい方や
初めての方も参加できます。
初めての参加希望者は３月７日㈯までにお申し込みく
ださい。
日時 ３月14日㈯・28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 ３月６日㈮・20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 ３月４日㈬・18日㈬ 13時30分〜15時30分
●３月企画展「木工・木彫展」
木工教室および木彫同好会の皆さんの作品を展示。
期間 ３月３日㈫〜27日㈮ ※最終日は17時まで
【 開 館 時 間 】９時〜22時
【３月休館日】月曜日、24日㈫

▼ プラネタリウム情報 ▼
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）

【 開 館 時 間 】８時30分〜17時
【３月休館日】月曜日、24日㈫

25 広報さいじょう 2015

３月号

●パッチワーク作品展
市内在住の平井澄子さ
んと仲間たちによるパッ
チワーク作品を展示。
小さな手さげ袋からベ
ッドカバーまで、全て手
縫いの作品です。
木綿地や絹地などの和布が、見事な配色で表情豊かな
作品に仕上がっています。
期間 ３月１日㈰〜29日㈰
●考古学講座参加者募集
日時 ３月６日㈮ 13時〜15時
テーマ 今治市朝倉「新谷森ノ前遺跡」調査現場見学会
申込期限 ３月３日㈫ 16時 ※電話で申し込み
●火おこし体験
日時 ３月８日㈰・15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
【３月休館日】月曜日、24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
●「世界にひとつのリメイク展」〜家にねむる和装〜
期間 ３月３日㈫〜13日㈮
●「西条南中学校美術部作品展」
期間 ３月17日㈫〜29日㈰
●「リコーダーアンサンブルによる春の夕べコンサート」
〜東日本大震災からの復興を祈念して〜
日時 ３月７日㈯ 17時30分〜18時30分
●「実技講座」のお知らせ
申し込み多数のため、実技講座の受付を終了しました。
次回の実技講座（基礎編）開設は８月を予定しています。
※６月から受付を開始します。
●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
【３月休館日】月曜日、24日㈫

●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 〜３月29日㈰まで
【 開 館 時 間 】９時〜17時
【３月休館日】月曜日、24日㈫

▲ バリカン

西条図書館
○ぴょんぴょんお話会
３月14日㈯ 15時〜16時
対象：幼児・小学生
○ぴよぴよお話会
３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
３月26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
３月14日㈯ 14時〜15時
対象：幼児以上
○たんたんおはなし会
３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
３月28日㈯ 10時30分〜
対象：乳幼児以上

●２日・16日・30日（月曜日）

●６日・20日（金曜日）

野々市集会所

10：00〜10：30

オレンジハイツグラウンド 10：00〜10：40

西田集会所前

10：40〜11：10

グリーンハイツグラウンド 10：50〜11：30

壬生川小学校

13：00〜13：30

玉津小学校

13：00〜13：30

東予北地域交流センター

13：50〜14：20

田滝小学校

14：20〜14：50

庄内公民館

14：40〜15：20

田野公民館

15：10〜15：20

※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。
東予図書館：３月２日㈪〜10日㈫
小松温芳図書館：３月11日㈬〜19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
【３月休館日】西条図書館：31日㈫
東予図書館：月曜日、３日㈫〜10日㈫、24日㈫、31日㈫
丹原図書館：金曜日、23日㈪、31日㈫
小松温芳図書館：水曜日、12日㈭〜19日㈭、23日㈪、31日㈫

●10日・24日（火曜日）

●13日・27日（金曜日）

飯岡西原集会所

10：00〜10：40

船屋集会所

10：00〜10：40

飯岡戻川集会所

10：50〜11：20

玉津団地集会所

10：50〜11：20

橘小学校

13：00〜13：30

西条小学校

13：00〜13：30

西条西部公園

13：40〜14：10

桜樹公民館

14：30〜15：00

石根公民館

14：30〜15：00

●７日・21日（土曜日）

●４日・18日（水曜日）

楠河公民館

10：00〜10：30

大谷西

10：00〜10：30

庄内小学校

10：50〜11：20

西福寺入口

10：40〜11：10

国安公民館

11：40〜12：00

神戸小学校

13：00〜13：30

多賀小学校

13：10〜13：40

神戸公民館

13：40〜14：10

周布小学校

13：50〜14：20

氷見公民館

14：20〜14：50

吉井公民館

14：30〜15：00

東部ウイングサポートセンター

15：10〜15：40

伊曽乃神社鳥居前

15：20〜15：40

●11日・25日（水曜日）
橘公民館

●１日・15日・29日（日曜日）
10：00〜10：30

千野々バス停前

９：30〜10：00

グループホームまなべ駐車場 10：40〜11：10

兎之山集会所

10：20〜10：50

飯岡小学校

13：00〜13：50

舟形バス停横

11：00〜11：30

生涯学習の館

14：00〜14：40

大郷集会所

13：30〜14：00

港新地集会所

14：50〜15：20

志川集会所

14：20〜14：50

中川公民館

15：00〜15：30

●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

【 開 館 時 間 】８時30分〜17時
【３月休館日】月曜日、21日㈯

※幼児は、必ず保護者同伴でお越しください。

●えいごであそぼう！（要申込）
３月７日㈯ 10時30分〜11時30分
対象：小学生 定員：15人
●科学実験教室「ビリビリ！静電気おもしろ実験」（要申込）
３月７日㈯ 13時30分〜15時 対象：小学生 定員：20人
●ゲーム遊び
３月14日㈯ 14時〜15時30分 対象：小学生 定員：15人
■平成27年度「たかまるきっず」募集
〜集まれ！元気いっぱい西条っ子！〜
対象：小学生〜高校生 申込先：西条児童館（電話申込可）
内容：子どもたちの、子どもたちによる、子どもたちのた
めの西条児童館をめざし、児童館の行事や遊びを自分たち
で企画し、実行することを目的として活動します。

●お茶会
３月14日㈯ 10時〜11時30分
定員：50人
お茶券： 1 5 0 円
内容：茶道クラブの子どもた
ちが、おいしいお茶とお菓子
でおもてなしをします。
●キッズエアロビクス（要申込）
３月26日㈭ 10時30分〜11時30分
対象：小学生 定員：20人

●かんたん工作「お菓子入れ」
３月14日㈯ 10時30分〜11時30分 対象：幼児・小学生
●リトミック（要申込）
３月25日㈬ 10時30分〜11時
対象：２歳〜未就学児親子 定員：10組
●かんたんクッキング「ちらし寿司」（要申込）
３月26日㈭ 10時30分〜 対象：幼児・小学生 定員：10人
必要な物：米１合、エプロン、三角巾、ハンドタオル

●土曜エプロン教室
「春らんまんいなり寿司作り」（要申込）
３月14日㈯ 10時〜12時
対象：小学生 定員：10人
必要な物：エプロン、タオル、お茶
※エプロンクラブ員は申込不要
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