
東 予 郷 土 館
周布427　　TEL0898－65－4797

●市内小・中学生「無料開放」

日時　２月３日㈯・10日㈯　10時～12時
●市内小・中学生「無料クロール教室」

日時　２月24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

●特別展　文化財指定記念「南明禅師」展

　江戸の名僧といわれた南明禅師。北

条の長福寺所蔵「木像彫刻」と、小松

町の佛心寺所蔵「頂相（肖像画）」が

昨年５月に市文化財に指定されたこと

を記念して、両寺からお借りした関係

資料、未公開資料を展示します。

　写真は「木造南明禅師坐像」。

期間　２月11日㈰～４月22日㈰

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

【２月休館日】月曜日（12日開館）、13日㈫、14日㈬

【開館時間】10時～21時

【２月休館日】月曜日（12日開館）、13日㈫

●民具で見る農家の四季展

　田植えから稲刈りまでの民具を、実物や

写真などで紹介。稲を使った稲木も展示。

期間　２月27日㈫まで
●修復おひろめ展～作品を診る～

　修復した絵画「椿」と「山村」を

展示。修復過程なども紹介します。

期間　２月25日㈰まで

●工芸作品展

　木工、組木・竹細工、ひょうたん工芸、ラビアンフラ

ワー、水引細工などを展示します。

期間　２月３日㈯～18日㈰
●絵画展（前期）

　グループ「コスモス」の水墨画と、中央公民館洋画教

室の洋画を展示します。

期間　２月24日㈯～３月８日㈭

【開館時間】９時～19時

【２月休館日】月曜日（12日開館）、13日㈫、28日㈬【開館時間】９時～17時30分　【２月休館日】水曜日

●椿交流館「各種運動教室」

　ストレッチ、筋トレ、ヨガなど、30分程

度の各種運動教室を実施中。開催日時など

詳細は椿交流館へお問い合わせください。

料金　１レッスン100円

【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）

【２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

多くの銘椿に春の訪れを感じる　椿一輪展
日　時　３月３日㈯　９時30分～16時
　　　　３月４日㈰　９時30分～15時
場　所　椿交流館（椿ハウス）・オアシス館３階ロビー

　　　　※駐車場は、オアシス館側をご利用ください。

内　容　鉢物、椿一輪の展示

　　　　椿カレンダー無料配布（初日：先着600人　２日目：先着400人）

　　　　苗木、椿油の販売

主催・問合せ　愛媛・小松つばき会　TEL090－4788－3393

　椿一輪展にお越しの際は、黄金色の

湯で、ゆっくりおくつろぎください。

入浴料

大人：中学生以上 400円

　　　高齢者・障がい者 300円

小人：３歳以上小学生以下 200円

　　　障がい者 100円

天然温泉・美人の湯　椿温泉こまつ
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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～

期間　３月25日㈰まで
●夢いっぱい作品展

期間　２月２日㈮～９日㈮　※最終日は16時まで
●写団ひうち写真展

期間　２月10日㈯～18日㈰
　　　※初日は正午から、最終日は16時まで

●第26回ゆかいな仲間の作品展

期間　２月21日㈬～28日㈬　※最終日は正午まで

●クラフトさくら展

　クラフトテープで作ったバッグ、

かご、小物など、大町公民館で週

１回活動している15人の作品展。

期間　２月１日㈭～27日㈫
●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

●昔の生活道具展

　知恵や工夫が生かされ、懐かしさや驚きを

感じる生活道具を展示します。

期間　２月２日㈮～３月27日㈫

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

【開館時間】９時～19時

【２月休館日】月曜日（12日開館）、13日㈫、14日㈬

【開館時間】９時～17時

【２月休館日】月曜日（12日開館）、13日㈫、14日㈬

【開館時間】９時～17時

【２月休館日】月曜日（12日開館）、13日㈫、14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

【２月休館日】月曜日（12日開館）、13日㈫、14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）

　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　２月11日㈰　14時上演
【四国鉄道文化館　南館】

●節分のおめんをつくろう！

　パークのキャラクター「てつぶん

６姉弟」のおめんを作ろう！

日時　２月３日㈯まで　10時～16時
●軌間可変電車「フリーゲージトレイン」車内特別公開

　四国新幹線の可能性などをパネル

で紹介。運転台も開放します！

日時　２月11日㈰　９時～16時
●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 in ＳＡＩＪＯ
大町798－1　　TEL0897－47－3855

【開館時間】９時～18時

【２月休館日】水曜日　　※観光交流センターは無休

●雛祭り人形と天神飾り

　毎年恒例となる全国各地の雛人

形と天神飾りの展示。

期間　２月６日㈫～３月31日㈯

●グループどんぐり絵画小品展　当館学習グループ展。

期間　２月１日㈭～20日㈫
●木工教室「未完成作品の仕上げ」

日時　３月10日㈯・24日㈯　13時30分～15時30分
対象　平成29年度木工教室の受講者

申込期限　２月28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　２月２日㈮・16日㈮　19時～21時
●中高年ピアノ教室

日時　２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

【２月休館日】月曜日（12日開館）、13日㈫、14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

【２月休館日】月曜日（12日開館）、13日㈫、14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

●２日・16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

●９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

●３日・17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

●10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

【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

【２月休館日】

　西条図書館：21日㈬～28日㈬
　東予図書館：月曜日（12日開館）、13日㈫、28日㈬
　丹原図書館：金曜日、８日㈭～14日㈬、28日㈬
　小松温芳図書館：水曜日

西条図書館

○幼児・小学生対象　２月10日㈯　15時～15時30分
○乳幼児対象　　　　２月14日㈬　10時～、10時30分～
東予図書館

○乳幼児以上対象　　２月14日㈬　10時30分～
丹原図書館

○幼児以上対象　　　２月３日㈯　14時～15時
○乳幼児対象　　　　２月22日㈭　10時30分～11時
小松温芳図書館

○乳幼児以上対象　　２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。

●12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）

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

●13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

●７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

●14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

▼ ２月のおはなし会 ▼ ▼移動図書館車「カワセミ号」２月の巡回コース▼

●のびのびタイム　２月の各土曜日　13時30分～14時30分

　３日：鬼のお面作り　　24日：レゴで遊ぼう

●バレンタインチョコ作り（要申込）

　２月10日㈯　13時30分～　　対象：幼児・小学生
　定員：15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）　２月28日㈬　11時～11時45分
　対象：２歳児～未就学児の親子　　定員：10組

●みんな集まれ、鬼退治（要申込）

　２月３日㈯　14時～15時　　定員：小学生10人
●ゲーム遊び

　２月10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）

　２月17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

　２月28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 ●バレンタインチョコ作り（要申込）

　毎日作れる、おいしいチョコカップケーキ！

　２月10日㈯　10時～11時30分　　定員：小学生20人

●バレンタインチョコ作り（要申込）

　アイシングでデコろう！

　２月10日㈯　13時30分～15時　　定員：小学生10人
●茶道クラブ

　２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。

【２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

２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

種目：ＵＦＯのかいじゅうたいじ

整理期間中は次の日程で休館します。

西条図書館：２月21日㈬～28日㈬

東予図書館：３月２日㈮～８日㈭

丹原図書館：２月８日㈭～14日㈬

小松温芳図書館：３月11日㈰～17日㈯

特別館内

整理期間のため

各図書館が

休館します！

児童館・四館合同企画「チャレンジカップ」（要申込）
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