
東 予 郷 土 館
周布427　　TEL0898－65－4797

●市内小・中学生「無料開放」

日時　12月２日㈯・９日㈯　10時～12時
●市内小・中学生「無料クロール教室」

日時　12月23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。

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

【開館時間】８時30分～17時

【12月休館日】月曜日、26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㈭

●民具で見る農家の四季展

　田植えから稲刈りまでの道具や作業風景を、実物、イ

ラスト、写真などで紹介。稲を使用した稲木も展示。

期間　12月10日㈰～２月27日㈫
●修復おひろめ展～作品を診る～

　平成28年度に修復した絵画「椿」と「山村」の展示と、

修復過程や新たに判明したことを写真で紹介します。

期間　12月12日㈫～２月25日㈰
●豆本～フォトブック～

　和紙や千代紙で、手のひらサイズの

かわいい豆本を制作。今年の思い出を

小さなフォトブックにしませんか。

日時　12月26日㈫　13時30分～15時
定員　先着12人　　対象　小学生

持ち物　作品に貼りたい写真10枚程度

参加費　250円　 申込期限　12月17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　12月９日㈯まで
●丹原地域小・中学生作品展

　絵と工作の展示。　　期間　12月17日㈰～１月８日㈪

【四国鉄道文化館　北館】

●写真展「ＪＲ四国の30年」

　発足30周年を迎えたＪＲ四国の歴史を写真で紹介。

期間　１月30日㈫まで
●紙芝居「十河信二伝」上演（協力：つくしんぼの会）

日時　12月10日㈰　14時上演
●レールスター乗車会　日曜日　10時～12時、13時～15時

【四国鉄道文化館　南館】

●ＳＬお掃除・学習会「シゴナナぷらす」

日時　12月３日㈰　13時～15時
講師　大山正風氏　　定員　先着10人

対象　小学生以上（小学生は保護者同伴）

申込先　南館　TEL0897－52－1303

●ペーパークラフト体験教室　　土曜日　14時～15時

　12月２日㈯～平成30年３月31日㈯の土曜日・日曜日・
祝日は、１回のご入浴につきポイントカードにスタンプ

２個を進呈します。毎月26日「風呂の日」も２個進呈。

　スタンプ30個が集まると、無料

入浴券として利用できます。

問合せ　本谷温泉館

　　　　TEL0898－66－0372

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

【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

【開館時間】９時～19時

【12月休館日】月曜日、28日㈭～１月３日㈬

【開館時間】９時～17時30分

【12月休館日】水曜日、27日㈬～１月３日㈬

●「フォトアクア」グループ

　25周年記念展

　風景写真などの展示。

期間　12月３日㈰～23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）

【12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本谷温泉館リニューアルオープン１周年記念

▲謡曲を謡う佐伯勇氏

土日祝限定２倍キャンペーン12／２～３／31
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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～

　岡山県で産出の万成石を台座とした五

百亀の作品と、愛媛県の石を紹介。

期間　平成30年３月25日㈰まで
●葦の会　墨彩画展

期間　12月６日㈬～13日㈬　※最終日は16時まで
●第28回紅鳥会展

期間　12月15日㈮～24日㈰
　　　※初日は13時から、最終日は15時まで

●五百亀記念館　クリスマス　ジャズコンサート

日時　12月17日㈰　17時30分～18時30分

●リメイクさざんか展

　着物、帯、古布などで作った服やバッグ、

小物の展示。

期間　12月１日㈮～24日㈰
●第４回考古学講座「愛媛における戦争遺跡の現状」

　戦争遺跡の現状、保存、今後の活用などを考えます。

日時　１月14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

　　　第二係長　多田　仁氏

●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「鮫島護の張り子仮面展」

　紙を使った立体物「張り子」の仮面を

中心とした展示です。

期間　12月１日㈮～28日㈭
　　　※最終日は16時まで

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、26日㈫、29日㈮～１月３日㈬

【開館時間】９時～17時

【12月休館日】月曜日、26日㈫、29日㈮～１月３日㈬

【開館時間】９時～17時

【12月休館日】月曜日、26日㈫、29日㈮～１月３日㈬

生 涯 学 習 の 館
天神１－205　　TEL0897－53－8686

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、26日㈫、29日㈮～１月３日㈬

年末年始の体育施設利用のお知らせ
　以下の体育施設は、団体による大会などの開催に限り、年末年

始の利用が可能です。利用には12月28日㈭までに予約が必要。
対象施設　西条市民公園多目的広場　　西条西部公園多目的広場

　　　　　丹原総合公園多目的広場　　小松中央公園多目的広場

対象日時　12月29日㈮～１月３日㈬　９時～17時
問合せ　市庁舎新館２階　スポーツ健康課　TEL0897－52－1255

社会教育施設は年末年始に休館します
　西条図書館、東予図書館、こどもの国は、昨年

度の年末年始において試行的に開館しましたが、

本年度は通常どおり休館します。

　皆さまのご理解をお願いいたします。

問合せ　市庁舎新館４階　社会教育課

　　　　TEL0897－52－1254

●干支展「戌」

　全国の干支「戌」の置物を展示。

戌は社会性があり、忠実な動物で、

勤勉で努力家といわれています。

期間　12月５日㈫～１月31日㈬

●第66回秋季県展入選作品展・洋画

　市内在住者の作品展。　期間　12月１日㈮～21日㈭
●木工教室「飾り棚を制作」　※機械使用講習も実施。

日時　１～２月の第２・４土曜日　13時30分～15時30分

材料費　1,000円程度　　申込期限　12月23日㈯
●絵画教室　水彩画（用具は各自持参）

日時　12月１日㈮・15日㈮　19時～21時
●中高年ピアノ教室

日時　12月６日㈬・20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、26日㈫、29日㈮～１月３日㈬

▼ 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

【12月休館日】月曜日、26日㈫、29日㈮～１月３日㈬

ジバニャンたちと一緒に

星空の世界を探検しよう！

22広報さいじょう　2017　12月号



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

●１日・15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

●８日・22日（金曜日）

千野々バス停前　　　10：00～10：30

氷見公民館（22日運休）　　　　　

                    10：50～11：20

玉津小学校　　　　　13：00～13：30

●２日・16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

●９日・23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

【12月休館日】

　西条図書館：28日㈭～１月３日㈬
　東予図書館：月曜日、28日㈭～１月３日㈬
　丹原図書館：金曜日、28日㈭～１月３日㈬
　小松温芳図書館：水曜日、27日㈬～１月３日㈬

西条図書館

○ぴょんぴょんお話会

　12月９日㈯　15時～15時30分　　　対象：幼児・小学生
○ぴよぴよお話会

　12月20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

　12月13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

　12月９日㈯　14時～15時　　対象：幼児以上
○たんたんおはなし会

　12月21日㈭　10時30分～11時　　対象：乳幼児
小松温芳図書館

○おはなし会

　12月23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。

●４日・18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

●５日・19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

●12日・26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

●６日・20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

●13日・27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▼

●のびのびタイム

　お正月飾りを作ろう　12月２日㈯　13時30分～14時30分
　　　　〃　　　　　　12月16日㈯　10時30分～11時30分
●クリスマス会（要申込）

　クリスマスコンサート、ゲーム、おにぎり作りなど。

　12月９日㈯　10時30分～12時30分　対象：幼児・小学生
　定員：40人　　持ち物：お米１合、お茶

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

●ゲーム遊び

　12月９日㈯　14時～15時30分　　定員：小学生15人
●クリスマス会（要申込）

　ゲーム、プレゼント交換、クリスマスパフェ作りなど。

　12月16日㈯　13時30分～15時　　定員：小学生10人
　持ち物：エプロン、三角巾、ハンドタオル

●リトミック（要申込）　定員：親子各10組

　12月20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

●クリスマス会（要申込）

　楽しいクリスマスゲームをするよ。サンタが来るかな？

　12月２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９日㈯　10時～11時30分　　定員：小学生40人

●茶道クラブ

　12月９日㈯　10時～12時　　対象：幼児・小学生
●リズム教室　12月16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）

　ゲーム、クリスマスケーキ作り、プレゼント交換など。

　12月16日㈯　13時30分～15時
　対象：幼児・小学生　　定員：50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。

【12月休館日】月曜日、23日㈯、29日㈮～１月３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

児童館・四館合同企画「チャレンジカップ」（要申込）

12月16日㈯　14時～15時　場所：市内児童館
定員：各館・小学生15人　種目：いろどりパレット
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