
東 予 郷 土 館
周布427　　TEL0898－65－4797

【開館時間】９時～19時

【７月休館日】月曜日（17日開館）、18日㈫

●夏休み短期水泳教室　―参加者募集―

日時　１期：７月26日㈬～29日㈯　９時～10時
　　　２期：８月23日㈬～26日㈯　９時～10時
対象　小学生　　定員　各30人（先着順）

参加費　3,500円（両期受講者は6,500円）

申込期間　７月１日㈯～20日㈭
●市内小・中学生「無料開放」　

日時　７月１日㈯・８日㈯　10時～12時

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

●市文化財指定記念「大頭村庄屋　佐伯家と古文書」展

　市有形文化財に指定された「小松藩大頭村庄屋佐伯家

文書」（８ページ参照）を中心に、佐伯家資料を公開。

　当資料は子孫の方からご寄贈いただき、平成22年から

調査・整理を始めて目録を作成、平成26年に郷土資料集

を発刊しています。小松藩成立以前の書状や徳川将軍の

黒印状などがあり、研究者の高い評価を受けています。

期間　７月９日㈰～９月10日㈰

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

生 涯 学 習 の 館
天神１－205　　TEL0897－53－8686

【開館時間】８時30分～17時

【７月休館日】月曜日（17日開館）、18日㈫、19日㈬

【開館時間】９時～17時30分　【７月休館日】水曜日、31日㈪

●松木幹一郎特別展

　「台湾電力の父」と称えられる当市出身の偉人、松木

幹一郎氏。当館の新収蔵となった氏の関連資料を展示。

期間　７月４日㈫～30日㈰
●先覚者展

　松木幹一郎、河上哲太、芥川準一郎、

青野岩平などの先覚者を紹介します。

期間　７月30日㈰まで
●郷土ゆかりの南画家展

　矢野橋村、越智東豫などの作品を展示しています。

期間　８月６日㈰まで
●カブトガニ探検隊　干潟を観察しよう

　幼生を探しながら干潟の生物や自然環境を学習します。

日時　７月22日㈯　14時30分開始
　　　※雨天中止（小雨決行）

場所　河原津海岸

●東予郷土館自由研究

　カブトガニ、民具など、当館の展示資料で自由研究を

してみませんか（事前予約制）。

※日程によっては、お手伝いできない場合があります。

●栗田孝一ほか絵画展

　色とリズムを楽しんで、ホッとしてみませんか。

期間　７月８日㈯～23日㈰
●栗田孝一氏による作品説明会・トークショー

日時　７月16日㈰　10時～12時
※栗田氏は７月15日㈯午後と16日㈰に来館します。
●八重美教室作品展

　押し花、ネイチャープリント（アクセサリー、小物）、

グラスアートなどを展示。無料体験も実施します。

期間　７月28日㈮～８月10日㈭
○押し花体験：８月４日㈮　10時～15時
○ネイチャープリント体験：８月５日㈯　10時～15時

●東予洋画教室作品展

　山本英夫さんと、その生徒たちによる作品展。

期間　７月１日㈯～22日㈯
●木工教室「マガジンラックの制作」

日時　８～９月の第２・４土曜日

　　　13時30分～15時30分

定員　12人　　材料費　1,500円程度

申込期限　７月22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　７月７日㈮・21日㈮　19時～21時
●中高年ピアノ教室

日時　７月５日㈬・12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

【７月休館日】月曜日（17日開館）、18日㈫、19日㈬

●村上美賀教室「エコクラフト展」

　シンプル編みからワザあり編みまで

アイデアがいっぱいの作品を展示。

期間　７月２日㈰～29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（受付21時30分まで）

【７月休館日】オアシス館：無休　　椿交流館：水曜日

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　椿交流館：0898－76－3511

【開館時間】10時～21時
【７月休館日】月曜日（17日開館）、18日㈫
　※７月21日㈮・25日㈫は「小学校水泳記録会」開催のため、
　 一般開放は16時からとさせていただきます。

松木氏胸像
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五 百 亀 記 念 館
明屋敷238－2　　TEL0897－53－1008

い お き

●彫刻素材展

　～五百亀が信頼した鋳造技術～

　五百亀作品と共に、美術鋳造の

過程をパネルで紹介しています。

期間　９月24日㈰まで
●近藤悳志絵画展

期間　７月１日㈯～17日㈪
　　　※初日は正午から、最終日は17時まで

●東予地区高校美術教員作品展

期間　７月22日㈯～30日㈰　※最終日は17時まで

●入山知子水彩画教室展

　身近な庭の草花のほか、静物を中心に

描いた作品展です。

期間　７月１日㈯～29日㈯
●考古学講座「国史跡　永納山城跡」

　大和朝廷が白村江の戦いで大敗し、国防のため築いた

山城の一つである永納山城跡について解説します。

日時　７月９日㈰　13時～15時　※要申込・定員制
講師　市教委社会教育課　渡邊芳貴

●火おこし体験　　土・日曜日　10時～15時　※要申込

考 古 歴 史 館
福武乙27－6　　TEL0897－55－0419

●特別展　真鍋優木版画展

　　　　　～白と黒の世界～

期間　７月１日㈯～30日㈰
※初日は14時から、最終日は16時まで

●郷土史講座「西条市にある世界一」市之川産輝安鉱

日時　７月20日㈭　14時～16時
講師　市之川公民館　館長　渡邊博毅氏　　定員　30人

申込期限　７月14日㈮　※申込受付は電話・ファクス

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

【開館時間】９時～19時

【７月休館日】月曜日（17日開館）、18日㈫、19日㈬

【開館時間】９時～17時

【７月休館日】月曜日（17日開館）、18日㈫、19日㈬

【開館時間】９時～17時

【７月休館日】月曜日（17日開館）、18日㈫、19日㈬

愛 媛 民 芸 館
明屋敷238－8　　TEL0897－56－2110

【開館時間】９時～16時30分

【７月休館日】月曜日（17日開館）、18日㈫、19日㈬

●南館オープン３周年記念「てつぶんクイズラリー」

　パークを巡り「てつぶんクイズ」に

挑戦。全問正解できるかな？

期間　７月15日㈯～８月31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　７月９日㈰　14時上演
●Ｎゲージ鉄道模型走行会（協力：雅鉄道模型クラブ）

　子どもたちに大人気のアンパン

マン列車が大集合。本物そっくり

の模型列車が走行します。

日時　７月15日㈯～16日㈰
　　　10時～15時

【四国鉄道文化館　南館】

●七夕イベント「短冊に願いを書こう」

期間　７月１日㈯～９日㈰
●ペーパークラフト体験教室　　土曜日　14時～15時

鉄道歴史パークinＳＡＩＪＯ
大町798－1　　TEL0897－47－3855

【開館時間】９時～18時　　※観光交流センターは無休

【７月休館日】水曜日（26日開館）

●伊予絣の展示と四国の陶磁器展

　1967年の開館当時から集めた伊予絣

50点や、伊予絣の柄絵を展示中。

期間　９月30日㈯まで
●砥部焼（ひろき窯）陶磁器展

　日本民藝館展入選者の多川浩生。北九

州の阿部祐工氏に師事して29年。作品作

りに精進を重ねる作家の展示即売展。

期間　７月８日㈯～30日㈰

●第２回だんじり彫刻の武者絵本展

　江戸時代発刊の和本を中心に、明治以

降発刊の近代本など、総数1500冊に及ぶ

だんじり彫刻の武者絵本などを展示。

期間　７月８日㈯～17日㈪　９時～16時

▼ プラネタリウム情報 ▼

妖怪ウォッチ　プラネタリウムは星と妖怪がいっぱい！

こ ど も の 国
明屋敷131－2　　TEL0897－56－8115

投影開始時間

○火～金曜日：13時30分、15時

○土・日曜日・祝日：11時、14時、15時　

（10分前にはお越しください。約30分投影）

観覧料　50～200円（幼児、65歳以上の方は無料）

※７月・８月の無料投影はありません。

【開館時間】８時30分～17時

【７月休館日】月曜日（17日開館）、18日㈫、19日㈬

ジバニャンたちと一緒に

星空の世界を探検しよう！
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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

●７日・21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

●14日・28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

●１日・15日・29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

●８日・22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

　東予図書館・丹原図書館・小松温芳図書館：９時～19時

【７月休館日】

　西条図書館：31日㈪
　東予図書館：月曜日（17日開館）、18日㈫

　丹原図書館：金曜日、31日㈪
　小松温芳図書館：水曜日、31日㈪

西条図書館

○ぴょんぴょんお話会

　７月８日㈯　15時～15時30分　　　対象：幼児・小学生
○ぴよぴよお話会

　７月19日㈬　10時～、10時30分～　対象：乳幼児
東予図書館

○ころころどんぐりお話会

　７月12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

　７月８日㈯　14時～15時　　対象：幼児以上
○たんたんおはなし会

　７月27日㈭　10時30分～11時　　対象：乳幼児
小松温芳図書館

○おはなし会

　７月22日㈯　10時30分～　　対象：乳幼児以上
※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。

●３日・17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

●４日・18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

●11日・25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

●５日・19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

●12日・26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

▼ ７月のおはなし会 ▼ ▼移動図書館車「カワセミ号」７月の巡回コース▼

●こども夏祭り　　７月23日㈰　10時～13時
　バザー、お宝市、わくわくぼうけんランドなど、楽しい

催しがいっぱい。（前売り券が必要な催しあり）

●リトミック（要申込）　７月26日㈬　11時～11時45分
　対象：２歳児～未就学児の親子　　定員：10組

●親子ふれあいバス遠足（要申込・定員20人）

　７月28日㈮　９時～16時30分　対象：幼児～小学生親子
　場所：伯方塩業㈱大三島工場、村上水軍博物館

●水遊び　　７月21日㈮・28日㈮　10時30分～11時

●児童館まつり　　７月１日㈯　10時～12時
　のみの市、バザー、輪投げ、駄菓子屋さんなど、楽しい

催しがいっぱい。（前売り券が必要な催しあり）

●水遊び　７月５日～14日の水・木・金曜日　11時～12時

　対象：幼児親子　　※水着・水遊び用紙パンツが必要

●ゲーム遊び

　７月８日㈯　14時～15時30分　　定員：小学生15人
●えいごであそぼう！（要申込）

　７月15日㈯　10時30分～11時30分　　定員：小学生15人
●リトミック（要申込）　定員：親子各10組

　７月11日㈫　１歳６カ月～２歳２カ月：10時～10時20分
　　　　　　　２歳３カ月以上：10時30分～11時

●夏まつり　　７月８日㈯　10時30分～13時
　ヨーヨー、くじびき、のみの市、バザーなど、楽しい催

しがいっぱい。（バザーは前売り券必要）

●土曜エプロン教室「冷やし中華」（要申込）

　７月29日㈯　10時～12時
　定員：小学生10人　※エプロンクラブ員は申込不要

●茶道クラブ

　７月８日㈯　10時～12時　　対象：幼児・小学生
●カレー作り（要申込・定員50人）

　７月21日㈮　10時～12時　　対象：幼児・小学生
●リズム教室　　７月22日㈯　10時30分～11時30分
　対象：幼児～小学３年生

●サマーキッズフェスティバル　７月30日㈰　10時～12時30分
　お魚ぼんぼり作り、遊びコーナー、水族館、輪投げ、射

的など、楽しい催しがいっぱい。（バザーは前売り券必要）

【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。

【７月休館日】月曜日、18日㈫

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
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