
東 予 郷 土 館
周布427　　TEL0898－65－4797

【開館時間】９時～19時　　 【８月休館日】月曜日、31日㈭

　当センターは、四季を通じて利用できる室内プールで

す。６コースの25ｍプールをはじめ、幼児プール、ジャ

グジープール、サウナ（採暖室）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

　観光、文化、スポーツなど、西条

市の魅力をインターネット動画共有

サービス YouTube の市公式チャンネ

ルで公開中。ぜひ、ご覧ください。

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

　佐伯家資料は大学や研究者の高い評価を受け、市の有

形文化財に指定されました。この資料は、小松藩庄屋の

子孫の方からご寄贈いただき、平成22年からの調査・整

理にて目録を作成し、佐伯家資料集を発刊しています。

　佐伯家「古文書」を中心に展示するほか、遠藤石山の

大額や小松三代藩主の扁額なども同時公開します。

期間　９月10日㈰まで

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　【８月休館日】月曜日、15日㈫

【開館時間】９時～17時30分　【８月休館日】水曜日、31日㈭

●あんどん あんど あんどうひろしげ展

　少し涼しい展示になるよう、行燈（あんどん）のほの

かな明かりで、安藤広重の作品をご覧いただきます。

期間　８月８日㈫～27日㈰
●夏休み特別企画　アニマル総選挙

　かわいい動物の写真を展示。ぜひ投票してください。

期間　８月30日㈬まで
●和紙あんどん作り教室

　西条特産の手すき和紙で、柔らかな光を

放つあんどんを作ります。（全３回）

日時　９月５日㈫・12日㈫・26日㈫
　　　13時30分～15時30分

材料費　2,500円程度

必要な物　木工用ボンド、カッターナイフ、小筆

定員　先着10人　　申込期限　８月25日㈮●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　８月10日㈭まで
○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
●館蔵品展

　丹原町ゆかりの作家の日本画、洋画、版画などを展示。

期間　８月17日㈭～26日㈯

●野鳥写真展

　早朝ウオーキング５人衆の皆さんによる作品展。

期間　８月１日㈫～13日㈰　　※最終日は15時まで
●絵画教室　水彩画（用具は各自持参）

日時　８月４日㈮・18日㈮　19時～21時
●中高年ピアノ教室

日時　８月２日㈬・23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　　 【８月休館日】月曜日、15日㈫

●菅初雄写真展「西条　四季の情景」

　西条市の海辺や里山で出会う身近な

風景の写真展。カメラでしか表現でき

ない瞬間の作品がそろっています。

期間　８月３日㈭～９月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）
【８月休館日】オアシス館：無休
　　　　　　　椿 交 流 館：水曜日（16日開館）

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　椿交流館：0898－76－3511

【開館時間】10時～21時　　 【８月休館日】月曜日

　※８月22日㈫は、「児童福祉施設会　交歓水泳大会」開催の
　 ため、一般開放は17時からとさせていただきます。

市庁舎本館シティプロモーション推進課　TEL0897－52－1204

▲扁額・仁寿館

　遠藤石山書

作品例

動画で西条市の魅力を発信！

さいじょうムービーチャンネル

検索さいじょうムービーチャンネル
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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
●水彩画　おどろの夜に　～たった10枚の絵と物語～

期間　８月２日㈬～13日㈰　※最終日は16時まで
●後藤俊春　アクリル画展

期間　８月17日㈭～31日㈭
　　　※初日は正午から、最終日は16時まで

●ギャラリートーク「彫刻家　伊藤五百亀　その歩みと

　作品を支えた鋳造技術」

日時　８月26日㈯　14時～15時

●シュガー＆タッチ水彩画展

　四季の草花、野菜果物、風

景画など、大町公民館と大町

会館で活動する16人の作品展。

期間　８月１日㈫～30日㈬
●夏休みの思い出作り　ひょうたんに水彩画を描こう！

日時　８月20日㈰　13時～15時　　講師　寺田　博氏　
費用　ひょうたん１個200～300円予定（用具は各自持参）

対象　小学５～６年生　　定員　先着10人程度

申込期限　８月13日㈰　※10月に作品展を開催します。
●考古学講座

　市内発掘現場の見学と四国島内の研修旅行を計画中。

日時　９月５日㈫　８時30分～　　※要申込・費用未定
●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「月夜のはちどう山」

　～児童文学者　はた・たかし展～

　西条市大町北之町に生まれた児童文学者、

はた・たかし氏の生涯と作品を紹介。

期間　８月１日㈫～31日㈭
　　　※最終日は正午まで

●郷土史講座「西条の歴史・産業遺産について」

日時　８月18日㈮　14時～16時
講師　西条高等学校地域・歴史研究部　　定員　30人

申込期限　８月８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　　 【８月休館日】月曜日、15日㈫

【開館時間】９時～17時　　 【８月休館日】月曜日、15日㈫

【開館時間】９時～17時　　 【８月休館日】月曜日、15日㈫

愛 媛 民 芸 館
明屋敷238－8　　TEL0897－56－2110

【開館時間】９時～16時30分　【８月休館日】月曜日、15日㈫

【四国鉄道文化館　北館】

●アンパンマン列車写真・ポスター展（協力：ＪＲ四国）

　歴代のアンパンマン列車の写

真やポスターのほか、貴重な鉄

道模型を展示します。　

期間　８月31日㈭まで
●紙芝居「十河信二伝」上演（協力：つくしんぼの会）

　当市出身の漫画家・つだゆみさん

原作の紙芝居で、十河信二氏の偉業

を楽しく読み聞かせてくれます。

日時　８月20日㈰　14時上演
【四国鉄道文化館　南館】

●ＳＬお掃除・学習会「シゴナナぷらす」

　Ｃ57－44の修復作業に携わった大山正風

さんに、ＳＬの仕組みや構造を学びます。

日時　８月６日㈰　13時～15時
対象　小学生以上（小学生は保護者同伴）

定員　先着10人　　申込先　南館　TEL0897－52－1303

●ペーパークラフト体験教室

　いろいろな列車を作ってみよう！

日時　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　　 【８月休館日】無休

●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、四国の陶磁器を展示。

期間　９月30日㈯まで

●小学生将棋大会　実力を試してみよう！

日時　８月６日㈰　13時30分～16時30分
対象　小学生　　定員　24人（要申込）

▼ 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）

※８月の無料投影はありません。

【開館時間】８時30分～17時　【８月休館日】月曜日、15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

●４日・18日（金曜日）

千野々バス停前　　　 9：30～ 9：50

兎之山集会所　　　　10：10～10：30

舟形バス停横　　　　10：40～11：00

伊曽乃神社鳥居前　　11：10～11：30

氷見公民館　　　　　11：40～12：00

●11日・25日（金曜日）

市民の森入口分岐点　 9：40～10：00

飯岡西原集会所　　　10：10～10：30

グリーンハイツグラウンド

　　　　　　　　　　10：40～11：00

飯岡戻川集会所　　　11：10～11：30

●５日・19日（土曜日）

楠河公民館　　　　　 9：30～ 9：50

庄内小学校　　　　　10：00～10：20

東予北地域交流センター

　　　　　　　　　　10：30～10：50

国安上集会所前　　　11：00～11：20

吉井公民館　　　　　11：30～11：50

●12日・26日（土曜日）

大郷集会所　　　　　10：00～10：20

明穂集会所　　　　　10：30～10：50

志川集会所　　　　　11：00～11：20

中川公民館　　　　　11：30～11：50
【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

【８月休館日】

　西条図書館：31日㈭
　東予図書館：月曜日、31日㈭
　丹原図書館：金曜日（11日開館）、14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

　８月12日㈯　15時～15時30分　　　対象：幼児・小学生
○ぴよぴよお話会

　８月23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

　８月23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

　８月12日㈯　14時～15時　　対象：幼児以上
○たんたんおはなし会

　８月24日㈭　10時30分～11時　　対象：乳幼児
小松温芳図書館

○おはなし会

　８月26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。

●14日・28日（月曜日）

庄内公民館　　　　　10：00～10：20

ＪＡ周桑吉岡支所前　10：30～10：50

徳田公民館　　　　　11：00～11：20

●１日・15日・29日（火曜日）

桜樹公民館　　　　　 9：30～ 9：50

田野公民館　　　　　10：10～10：30

周布小学校　　　　　10：50～11：10

多賀小学校　　　　　11：20～11：40

●８日・22日（火曜日）

船屋集会所　　　　　10：00～10：20

玉津団地集会所　　　10：30～10：50

神戸公民館　　　　　11：10～11：30

●２日・16日・30日（水曜日）

ファミリーハイツ北公園

　　　　　　　　　　10：00～10：20

オレンジハイツグラウンド

　　　　　　　　　　10：30～10：50

大谷西　　　　　　　11：00～11：20

西福寺入口　　　　　11：30～11：50

●９日・23日（水曜日）

橘公民館　　　　　　 9：40～10：00

グループホームまなべ駐車場

　　　　　　　　　　10：10～10：30

禎瑞小学校　　　　　10：40～11：00

生涯学習の館　　　　11：20～11：40

▼ ８月のおはなし会 ▼ ▼移動図書館車「カワセミ号」８月の巡回コース▼

●夏休み工作教室「動くおもちゃ作り」（要申込）

　８月２日㈬　10時～11時30分　　定員：小学生15人
●夏休みエプロン教室「フルーツパフェ作り」（要申込）

　８月23日㈬　10時～11時30分　　定員：小学生20人

●ゲーム遊び

　８月５日㈯　14時～15時30分　　定員：小学生15人
●卓球大会　第７回たかまる杯（要申込）

　８月26日㈯　13時30分～15時　　対象：小学生
●親子木工教室「マイはしを作ろう」

　８月27日㈰　14時～15時30分　　定員：小学生15人

●夏休み手作り教室「モビール（海のなかまたち）」

　８月３日㈭　10時～11時　　　　対象：幼児～小学生
●夏休み手作り教室「カレー作り」（要申込・定員20人）

　８月９日㈬　10時～　　　　　　対象：幼児～小学生
●夏休み手作り教室「貯金箱作り」（要申込・定員10人）

　８月19日㈯　10時～11時30分　　対象：幼児～小学生
●夏休み手作り教室「ペットボトル工作（ビー玉おとし）」

　８月23日㈬　10時～11時　　　対象：幼児～小学生親子
●リトミック（要申込）　　８月30日㈬　11時～11時45分
　対象：２歳児～未就学児親子　　定員：10組

●おばけやしき（要申込）

　８月９日㈬　10時～11時　　定員：小学生50人
●カラフルコースター作り（要申込）

　８月17日㈭　10時～11時　　定員：小学生30人
●フェルトのケーキ貯金箱作り（要申込）

　８月25日㈮　10時～11時　　定員：小学生30人

【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。

【８月休館日】月曜日、11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

８月は熱中症等予防のため、
短縮スケジュールで運行します。
コースを変更していますので、
ご注意ください。

８月は熱中症等予防のため、
短縮スケジュールで運行します。
コースを変更していますので、
ご注意ください。

８月19日㈯　14時～15時　　場所：市内児童館
定員：各館・小学生15人　　種目：目隠しバランス

児童館・４館合同企画「チャレンジカップ」（要申込）

バランス感覚を競おう！
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