
東 予 郷 土 館
周布427　　TEL0898－65－4797

【開館時間】９時～18時

【12月休館日】月曜日、27日㈫、29日㈭～１月３日㈫

●市内小・中学生無料開放日

日時　12月３日㈯・10日㈯　10時～12時
●市内小・中学生「無料平泳ぎ教室」

日時　12月24日㈯　10時30分～11時
【海洋センターは四季を通じてご利用いただけます！】

　25ｍプール、幼児プール、サウナなどを備えています。

利用料金（２時間以内）

　幼児：100円　小・中学生：200円

　高校生・一般：300円

丹原Ｂ＆Ｇ海洋センター
丹原町志川甲12－1　　TEL0898－75－3933

小松温芳図書館・郷土資料室
小松町新屋敷甲3007－1　　TEL0898－72－5634

●企画展「生誕250年　～篤山先生一代記～」

　近藤篤山先生の生誕250年を

記念して、先生の一生を近代大

和絵で描いた小屏風「篤山先生

一代記」などを公開中。

※期間を１週間延長しました。

期間　12月18日㈰まで ▲篤山先生・藩主に講義の図

佐伯記念館・郷土資料館
丹原町池田1711－1　　TEL0898－68－4610

　椿交流館は12月から平成29年３月にかけて改修工事を

行います。リニューアルオープンは、４月初旬を予定。

休館期間　11月30日㈬～平成29年３月31日㈮予定
※オアシス館は、通常どおり開館しています。

【開 館 時 間】オアシス館：９時～18時

【12月休館日】オアシス館：無休　　椿交流館：休館

石鎚山ハイウェイオアシス館
椿交流館（椿温泉こまつ）

小松町新屋敷乙22－29
オアシス：TEL0898－76－3111

【開館時間】８時30分～17時　

【12月休館日】月曜日、27日㈫、29日㈭～１月３日㈫

【開館時間】10時～21時

【12月休館日】月曜日、29日㈭～１月４日㈬

【開館時間】９時～17時30分

【12月休館日】水曜日、26日㈪、28日㈬～１月４日㈬

●第３回ふるさとゆかりの書の名品展・菊川國夫蔵中国拓本展

　三輪田米山、浅海蘇山の書と、菊川氏の所蔵品を展示。

期間　12月23日㈮まで

●佐伯勇先生顕彰愛蔵品展

　近鉄グループ総帥として生涯を社業の

興隆にささげ、郷土の文化教育の発展に

尽くされた先生の遺徳をたたえ、遺愛の

品々や貴重な写真などを展示中です。

期間　12月11日㈰まで
●丹原地域小・中学生作品展

　絵と工作を展示。　　期間　12月18日㈰～１月９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）

日時　12月11日㈰　14時上演
●レールスター（軌道自転車）乗車会

日時　日曜日　10時～12時、14時～16時　※雨天中止

【四国鉄道文化館　南館】

●ペーパークラフト体験教室

日時　土曜日　14時～15時

鉄道歴史パークinＳＡＩＪＯ
大町798－1　　TEL0897－47－3575

【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

【12月から椿交流館は休館します】

　市民の体力づくりや健康増進のため、水曜日（休館日を

除く）は以下の時間帯に体育施設を無料開放しています。

※体育館は必ず上履きシューズを履いて使用してください。

※予約や団体の占用は不可。譲り合って使用してください。

問合せ　市庁舎新館　スポーツ健康課　TEL0897－52－1255

体育施設を無料開放毎週水曜日

ビバ・スポルティアＳＡＩＪＯ

石鎚クライミングパーク
ＳＡＩＪＯ

９時～19時
※４～９月は20時まで

総合体育館

無料開放する体育施設 開放時間

小松武道場

小松体育館

丹原体育館

東予体育館

ひうち陸上競技場

西条西部体育館

ひうち体育館

アリーナ
トレーニング室
卓球場、弓道場

アリーナ
トレーニング室
卓球室

トラック

ボルダリング
リード

第１・２格技室

アリーナ

格技室

格技室

トレーニング室

アリーナ

アリーナ

武道場

アリーナ
トレーニング室

９時～22時

９時～22時

９時～22時

９時～22時

９時～22時

９時～17時

９時～17時

９時～17時

９時～22時

９時～22時

９時～22時

９時～17時
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▼ プラネタリウム情報 ▼

それいけ！アンパンマン

～星の色と空の色～
ほし　　いろ　　そら　　いろ

こ ど も の 国
明屋敷131－2　　TEL0897－56－8115

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、14時、15時　

観覧料　50～200円（幼児、65歳以上の方は無料）

※第２土曜日の11時（１回目）は観覧無料です。

Ⓒやなせたかし／フレーベル館・ＴＭＳ・ＮＴＶ

五 百 亀 記 念 館
明屋敷238－2　　TEL0897－53－1008

い お き

●伊藤五百亀日彫展出品作品展

　日彫展に出品した伊藤五百亀の代表的な

作品を展示。写真は展示中の「町育ち」。

期間　平成29年３月25日㈯まで
●市民所蔵の作品展 ～絵画・版画の魅力を市民目線で展示～

期間　12月２日㈮～15日㈭
●第27回紅鳥会展

　水墨画、日本画、書、園芸、写真などの展示。

期間　12月17日㈯～25日㈰
　　　※初日は13時開始、最終日は15時まで

●特別企画　夢子 in 五百亀記念館

　クリスマス ピアノコンサート

日時　12月25日㈰　17時30分～18時30分

●趣味のグループ展　

　市内在住の慶徳宗宣さん主宰のグルー

プによる絵画、工芸作品などの展示。

期間　12月１日㈭～25日㈰
●火おこし体験

　土・日曜日　10時～15時　※要申込

●こどもの国は年末年始も開館します

　市民サービスの向上を目指して試行的に開館します。

　年末年始の開館日　12月29日㈭、30日㈮
　　　　　　　　　　平成29年１月２日㈪、３日㈫
　年末年始開館時間　９時～17時

考 古 歴 史 館
福武乙27－6　　TEL0897－55－0419

●西条まつり　そらよいとさ　日本の祭り資料企画展

　日本各地のお祭りに関するパンフ

レットやグッズなどを展示します。

　期間中は、展示内容の入れ替えを

行う予定です。

期間　12月25日㈰まで　※最終日は15時まで
●郷土史講座「西条藩領鳥瞰図屏風（西条市指定有形文

　化財）を読み解く」

日時　12月７日㈬　14時～16時
講師　加藤正典氏　　定員　先着30人

申込期限　12月４日㈰　　※電話、ファクスにて受付

西 条 郷 土 博 物 館
明屋敷237－1　　TEL・FAX0897－56－3199

【開館時間】９時～19時　

【12月休館日】月曜日、27日㈫、29日㈭～１月３日㈫

【開館時間】９時～17時　

【12月休館日】月曜日、27日㈫、29日㈭～１月３日㈫

【開館時間】９時～17時　

【12月休館日】月曜日、27日㈫、29日㈭～１月３日㈫

生 涯 学 習 の 館
天神１－205　　TEL0897－53－8686

●第５回カッパーの会スケッチ水彩画展

　学習グループ「カッパーの会」の作品展。

期間　12月１日㈭～20日㈫
●木工教室「額を制作」

日時　１～２月の第２・４土曜日　13時30分～15時30分

定員　先着10人　　材料費　800円程度

申込期限　12月24日㈯　※機械使用講習も実施します。
●絵画教室　水彩画（用具は各自持参）

日時　12月２日㈮・16日㈮　19時～21時
●中高年ピアノ教室

日時　12月７日㈬・21日㈬　13時30分～15時30分
対象　40歳以上の初心者　※教材自己負担

【開館時間】９時～22時　

【12月休館日】月曜日、27日㈫、29日㈭～１月３日㈫

愛 媛 民 芸 館
明屋敷238－8　　TEL0897－56－2110

【開館時間】９時～16時30分　

【12月休館日】月曜日、27日㈫、29日㈭～１月３日㈫

【開館時間】８時30分～17時　※年末年始は９時～17時　

【12月休館日】月曜日、27日㈫、31日㈯、１月１日㈰

●現代日本の手仕事展　期間　12月10日㈯～１月29日㈰
●現代日本の手仕事展　ギャラリートーク

日時　12月10日㈯
　　　13時～14時30分（予定）　

演題　日本の工芸について

講師　手仕事フォーラム代表

　　　久野民樹氏

　　　倉敷縀通　瀧山雄一氏
●干支展「酉」

　全国の干支「酉」の郷土玩具を展示。酉は商売に縁起

がよく、新たな仕事に向いている年といわれています。

期間　12月４日㈰～１月末まで
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●クリスマス会（要申込・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。

　12月３日㈯　13時30分～15時　　対象：小学生
●おはなし会

　12月10日㈯　11時～11時30分　対象：幼児～小学３年生
●ゲーム遊び

　12月10日㈯　14時～15時30分　　定員：小学生15人
●うどん作り（要申込）　12月18日㈰　10時～12時
　場所：大町公民館調理室　　定員：小学生10人

　必要な物：エプロン、三角巾、ハンドタオル

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

●２日・16日（金曜日）

飯岡西原集会所　　　10：00～10：20

飯岡戻川集会所　　　10：30～11：00

禎瑞小学校　　　　　13：00～13：30

田滝小学校　　　　　14：00～14：30

徳田公民館　　　　　14：40～15：10

●９日・23日（金曜日）

千野々バス停前　　　10：00～10：30

氷見公民館　　　　　10：50～11：20

玉津小学校　　　　　13：00～13：30

●３日・17日（土曜日）

兎之山集会所　　　　10：00～10：20

舟形バス停横　　　　10：30～11：00

伊曽乃神社鳥居前　　11：10～11：40

大郷集会所　　　　　13：10～13：40

志川集会所　　　　　14：00～14：20

中川公民館　　　　　14：30～15：00

●10日・24日（土曜日）

楠河公民館　　　　　10：00～10：40

庄内小学校　　　　　10：50～11：20

東予北地域交流センター

　　　　　　　　　　11：30～11：50

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

【開館時間】

　西条図書館：９時～22時　　※年末年始は17時まで

　東予図書館：９時～19時　　※年末年始は17時まで

　丹原図書館・小松温芳図書館：９時～19時

【12月休館日】

　西条図書館：28日㈬、31日㈯、１月１日㈰
　東予図書館：月曜日、27日㈫、28日㈬、31日㈯、１月１日㈰
　丹原図書館：金曜日、26日㈪、27日㈫、28日㈬～１月３日㈫
　小松温芳図書館：水曜日、26日㈪、28日㈬～１月４日㈬

西条図書館

○幼児・小学生対象　12月10日㈯　15時～15時30分
○乳幼児対象　　　　12月21日㈬　10時～、10時30分～
東予図書館

○乳幼児以上対象　　12月21日㈬　10時30分～
丹原図書館

○幼児以上対象　　　12月10日㈯　14時～15時
○乳幼児対象　　　　12月15日㈭　10時30分～11時
小松温芳図書館

○乳幼児以上対象　　12月24日㈯　10時30分～
※その他の講座は各館配布の「図書館だより」をご覧ください。

西条図書館・東予図書館は年末年始も開館します

年末年始の開館日　12月29日㈭、30日㈮
　　　　　　　　　平成29年１月２日㈪、３日㈫
年末年始開館時間　９時～17時

●５日・19日（月曜日）

市民の森入口分岐点　 9：40～10：10

グリーンハイツグラウンド

　　　　　　　　　　10：20～10：50

壬生川小学校　　　　13：00～13：30

庄内公民館　　　　　13：50～14：20

ＪＡ周桑吉岡支所前　14：30～14：50

●６日・20日（火曜日）

大谷西　　　　　　　10：00～10：30

西福寺入口　　　　　10：40～11：10

橘小学校　　　　　　13：00～13：30

桜樹公民館　　　　　14：00～14：30

田野公民館　　　　　14：40～15：00

●13日・27日（火曜日）

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

神戸公民館　　　　　13：50～14：00

明穂集会所　　　　　14：30～15：00

●７日・21日（水曜日）

ファミリーハイツ北公園

　　　　　　　　　　10：00～10：30

オレンジハイツグラウンド

　　　　　　　　　　10：40～11：10

神戸小学校　　　　　13：00～13：30

国安上集会所前　　　14：00～14：30

●14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　　　　　13：00～13：30

生涯学習の館　　　　13：40～14：10

▼ 12 月のおはなし会 ▼ ▼移動図書館車「カワセミ号」12 月の巡回コース▼

●クリスマス会（要申込）

　おはなしペープサート、クリスマスゲーム、ケーキなど。

　12月３日㈯　10時～11時30分
　定員：小学生35人・幼児親子20組

●食べられるツリー作り「デコってオレオ」（要申込）

　12月10日㈯　10時～11時30分　　定員：小学生40人

●リズム教室

　12月10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・定員50人）

　ゲーム、プレゼント交換、クリスマスケーキ作りなど。

　12月10日㈯　13時30分～15時　　対象：幼児・小学生
●クリスマスリース作り（要申込・定員20人）

　12月15日㈭　13時30分～14時30分　　対象：小学生
●茶道クラブ

　12月17日㈯　10時～12時　　対象：幼児・小学生

【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月休館日】月曜日、23日㈮、29日㈭～１月３日㈫

●のびのびタイム

　お正月飾りを作ろう　12月３日㈯　13時30分～14時30分
　　　　　〃　　　　　12月17日㈯　10時30分～11時30分
●クリスマス会（要申込・定員40人）

　クリスマスコンサート、ゲームなど。みきゃんも来るよ！

　12月10日㈯　10時30分～12時30分　対象：幼児・小学生

氷見西新開59　TEL0897－57－6061西条西部児童館 丹原児童館 丹原町池田1802－3　TEL0898－68－6960

西条児童館 大町456－1　TEL0897－56－2511 広岡甲92－2　TEL0898－66－5342東予西児童館

児童館・４館合同企画　チャレンジカップ
ピンポンカップインゲームに挑戦しよう！

12月17日㈯　14時～15時　　場所：市内児童館
対象：小学生　　定員：各館15人（各館で申込受付）
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