
東 予 郷 土 館
周布427　　TEL0898－65－4797

【開館時間】９時～19時　　 【11月休館日】月曜日、30日㈭

●市内小・中学生「無料開放」

日時　11月４日㈯・11日㈯　10時～12時
●市内小・中学生「無料クロール教室」

日時　11月25日㈯　10時30分～11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

●企画展「西条の甲冑」

　西条藩士のご子孫から寄贈の甲冑

のほか、市内に残る藩主から足軽ま

での新発見資料や貴重な武具類など

を展示。11月23日㈭には、10時から
職員のギャラリートークを実施。

期間　12月17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

【11月休館日】月曜日、７日㈫、24日㈮

【開館時間】９時～17時30分　【11月休館日】水曜日、30日㈭

●戦争と画家展　～伝えたい思い～

期間　11月29日㈬まで
●館蔵美術品展　　期間　11月19日㈰まで
●カブトガニ講演会「干潟の重要性と徳島県内の干潟再

　生・配慮事例の紹介」

日時　11月４日㈯　13時30分～15時
講師　阿南工業高等専門学校　准教授　大田直友氏

●俳句・俳画展　　市内愛好家の作品展。

期間　11月４日㈯～18日㈯
●鉄道歴史パークinＳＡＩＪＯ開館10周年記念関連事業

　「佐伯勇先生顕彰愛蔵品展」

　近鉄グループの総帥として生涯を

社業の興隆にささげ、郷土丹原の文

化教育発展に尽くされた西条市名誉

市民・佐伯勇氏の遺徳をたたえ、遺

愛の品や貴重な写真を展示します。

期間　11月26日㈰～12月９日㈯

●シュガー水彩画展　　 グループシュガーの作品展。

期間　11月10日㈮～25日㈯
●絵画教室　水彩画（用具は各自持参）

日時　11月３日㈮・17日㈮　19時～21時
●中高年ピアノ教室

日時　11月１日㈬・15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

【11月休館日】月曜日、７日㈫、24日㈮

●こころの庭

　イギリス庭園をイメージして雑誌を切り抜き作成した

フォトコラージュの作品展。

期間　11月４日㈯～28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）

【11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　　 【11月休館日】月曜日

愛媛県総合科学博物館　イベント情報

●開館記念イベント

　総合科学博物館は11月で開館23周年を迎えます。

　皆さんにもっと「かはく」を楽しんでいただくため、

開館記念として常設展観覧料を無料とするほか、楽しい

実験・工作イベントを開催します。

　プラネタリウムは、特別スケジュールで上映します。

日時　11月５日㈰　９時～17時30分
●パネル巡回展「太陽のふしぎ」

　太陽観測衛星「ひので」をはじめとする最新鋭の観測

装置で捉えた太陽の姿を、写真やイラストで紹介。

期間　11月19日㈰まで　　料金　常設展観覧券が必要

●企画展「東予産業遺産」

　東予歴史文化資源活用市町連携協議会との共催で、東

予に残る産業遺産について写真やパネルで紹介します。

期間　11月26日㈰まで　　料金　常設展観覧券が必要
●企画展関連イベント「講演会」

　西条高校の地域・歴史研究部、新居浜南高校のユネス

コ部、岡崎直司氏が東予地方の産業遺産を紹介します。

日時　11月５日㈰　14時～16時

▲謡曲を謡う佐伯勇氏

▲伊曽乃神社・象形兜

開館時間　９時～17時30分（展示室の入場は17時まで）

休 館 日　11月７日㈫・13日㈪・20日㈪・27日㈪
問 合 せ　愛媛県総合科学博物館　TEL0897－40－4100　
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五 百 亀 記 念 館
明屋敷238－2　　TEL0897－53－1008

い お き

●伊藤五百亀　彫刻と台座展～五百亀の愛した万成石～

　岡山県産出の万成石（写真）を台座と

した五百亀作品と、愛媛県の石を紹介。

期間　平成30年３月25日㈰まで
●広田潤　水彩画の世界

期間　11月３日㈮～15日㈬　※最終日は15時まで
●華泉会趣味の水墨画三人展

期間　11月16日㈭～30日㈭
　　　※初日は13時から、最終日は15時まで

●第３回五百亀彫刻作品鑑賞バスツアー

　松山市周辺の五百亀作品を鑑賞します。

日時　11月18日㈯　９時～17時　　定員　先着17人
費用　施設入館料・昼食代　　申込期限　11月10日㈮
申込方法　当館窓口で直接お申し込みください。

●かずら細工展

　大保木公民館のかずら細工グループの

花かご、バッグ、鍋敷きなどの作品展。

期間　11月１日㈬～29日㈬
●第３回考古学講座「西条の古墳時代」

日時　11月12日㈰　13時～15時
※要申込・定員制

講師　愛媛県埋蔵文化財センター

　　　石貫弘泰氏

●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「行燈と木彫小物の作品展」

　巧みな技術で制作された作品展。

期間　11月１日㈬～30日㈭
　　　※最終日は16時まで

●郷土史講座「天正ノ陣」

　～幕末の西条（西条・小松・松山・天領各藩）の歴史～

日時　11月18日㈯　14時～16時
講師　吉本　勝氏　　定員　30人

申込期限　11月11日㈯　※申込受付は電話・ファクス
●リードオルガンコンサート

　東日本大震災を乗り越えたリードオルガンが奏でる、

心癒やされる優しく温かい音色をお聴きください。

日時　11月11日㈯　14時～15時30分
出演　日本リードオルガン協会　田中依子氏

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

【開館時間】９時～19時

【11月休館日】月曜日、７日㈫、24日㈮

【開館時間】９時～17時

【11月休館日】月曜日、７日㈫、24日㈮

【開館時間】９時～17時

【11月休館日】月曜日、７日㈫、24日㈮

愛 媛 民 芸 館
明屋敷238－8　　TEL0897－56－2110

【開館時間】９時～16時30分

【11月休館日】月曜日、７日㈫、24日㈮

【十河信二記念館】

●「十河信二研究の発展と成果」展示

　十河先生が先頭に立って実現された

新幹線誕生などの足跡を紹介します。

期間　平成30年１月９日㈫まで
【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　11月12日㈰　14時上演
●レールスター（軌道自転車）乗車会

日時　日曜日　※雨天中止

　　　10時～12時、13時～15時

【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 in ＳＡＩＪＯ
大町798－1　　TEL0897－47－3855

【開館時間】９時～18時

【11月休館日】水曜日　　※観光交流センターは無休

●開設50周年記念行事

　特別展「大津絵がやってくる」

　柳宗悦が収集した本物を展示。日本民

芸館から借用した女虚無僧、鬼の念仏、

大黒、長刀弁慶、藤娘のほか、信楽、丹

波、瀬戸焼の陶器も展示します。

期間　11月30日㈭まで

▼ 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）

※第２土曜日の11時（１回目）は観覧無料です。

【開館時間】８時30分～17時

【11月休館日】月曜日、７日㈫、24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

●３日・17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

●10日・24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

●４日・18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

●11日・25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：９時～19時（11月３日㈮は９時～12時、４日㈯
　　　　　　　は９時30分～17時、５日㈰は９時～15時）
　丹原図書館・小松温芳図書館：９時～19時

【11月休館日】

　西条図書館：30日㈭
　東予図書館：月曜日、30日㈭
　丹原図書館：金曜日（３日開館）、６日㈪、30日㈭
　小松温芳図書館：水曜日、30日㈭

西条図書館

○ぴょんぴょんお話会

　11月11日㈯　15時～15時30分　　　対象：幼児・小学生
○ぴよぴよお話会

　11月15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

　11月８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

　11月11日㈯　14時～15時　　対象：幼児以上
○たんたんおはなし会

　11月23日㈭　10時30分～11時　　対象：乳幼児
小松温芳図書館

○おはなし会

　11月25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。

●６日・20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

●７日・21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

●14日・28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

●１日・15日・29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

●８日・22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

▼ 11 月のおはなし会 ▼ ▼移動図書館車「カワセミ号」11 月の巡回コース▼

●のびのびタイム　11月の各土曜日　13時30分～14時30分

　４日：ドッヂビーで遊ぼう　　11日：レゴで遊ぼう

　18日：クリスマス飾りを作ろう

●いもほりと焼きいも（要申込）

　11月12日㈰　10時～　対象：幼児・小学生　定員：20人
●リトミック（要申込）　11月29日㈬　11時～11時45分
　対象：２歳児～未就学児の親子　　定員：10組

●コムギンをつくろう！（要申込）

　11月３日㈮　13時30分～14時30分　　定員：小学生10人
●えいごであそぼう！（要申込）

　11月４日㈯　10時30分～11時30分　　定員：小学生15人
●ゲーム遊び

　11月11日㈯　14時～15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

　11月21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

●プレイネットワーク（要申込）

　東予西児童館のお友達と昼食作りやゲームを楽しもう！

　11月11日㈯　10時～15時　　定員：小学生10人

●プレイネットワーク（要申込）

　丹原児童館で班別活動や昼食作り、ゲームを楽しもう！

　11月11日㈯　10時～15時　　定員：小学生10人
●リズム教室

　11月18日㈯　10時30分～11時30分
　対象：幼児～小学３年生

●茶道クラブ

　11月25日㈯　10時～12時　　対象：幼児・小学生
●焼きいも大会（要申込）

　11月25日㈯　14時～16時
　対象：幼児・小学生

　定員：20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。

【11月休館日】月曜日、23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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