
【開館時間】９時～17時30分
【６月休館日】水曜日、30日㈭

●特別展示　収蔵品特集１
　「伊予の国　小松藩とは？」
　江戸時代300藩の大名のうち最も小さい１万石の小松藩。
　この小藩の江戸時代を、館蔵資料の代表的な文物により
紹介。
期間　６月12日㈰～８月28日㈰

小松温芳図書館・郷土資料室
小松町新屋敷甲3007－1　　℡0898－72－5634

●館蔵美術品展
　市が所有している美術品を展示。
期間　７月18日㈪まで

ー夏休み子ども教室参加者募集ー
●手すきハガキ作り教室
　野草や新聞などを使ってのハガキ作り。
日時　７月21日㈭　13時30分～15時30分
定員　10人（先着順）
●うちわお絵かき教室
　白いうちわに絵を描き、世界にひとつのうちわ作り。
日時　７月26日㈫　13時30分～15時30分
定員　10人（先着順）　　材料費　100円
●牛乳パック小物入れ作り教室
　牛乳パックをリサイクルして、かわいい小物入れ作り。
日時　７月28日㈭　13時30分～15時30分
定員　10人（先着順）
※申込期限は、上記３教室ともに６月30日㈭です。

東 予 郷 土 館
周布427　　℡0898－65－4797

【開館時間】９時30分～18時（土・日曜日は17時まで）
【６月休館日】月曜日

●オープン18周年記念無料開放
日時　６月19日㈰　10時～21時　※１回の利用２時間以内
●市内小・中学生無料開放日
日時　６月４日㈯・11日㈯　10時～12時
●無料バタフライ教室
日時　６月25日㈯　10時30分～11時
対象　市内小・中学生
●水中モニターで水泳フォームを確認しませんか！
　当施設は水中モニターを設置しています。水中での動き
を映像にするため、効果的に水泳フォームをチェックする
ことができます。
登録料　市民：無料　　市外の方：1,000円（年度ごと）
使用料　300円（１回）　　ＤＶＤ録画　200円

丹原Ｂ＆Ｇ海洋センター
丹原町志川甲12－1　　℡0898－75－3933

【開館時間】10時～21時
【６月休館日】月曜日

●備前焼展示会・即売会
　全国的に人気のある備前焼の窯
元、仁堂窯の大森輝彦氏の作品を
中心とした展示会と即売会を実施
します。
期間　６月15日㈬～７月５日㈫

愛 媛 民 芸 館
明屋敷238－8　　℡0897－56－2110

【開館時間】９時～16時30分
【６月休館日】月曜日

【開館時間】９時～17時
【６月休館日】月曜日

●特別展示　高瀬半哉の絵
　夏目漱石と共に松山中学校に勤め、小説「坊っちゃん」
の登場人物「野だいこ」のモデルといわれる高瀬半哉氏の
作品を展示。高瀬氏は、東予分校創立で西条に帰り、図画
・習字教師を務めながら、現在も使われている西条高校校
章を創案しました。
期間　６月１日㈬～29日㈬

●郷土史講座　別子銅山・炭の古道
ー　Ａｌｌ　ｒｏａｄｓ　ｌｅａｄ　ｔｏ　Ｂｅｓｓｈｉ　ー
　　⇒　総ての道は「別子」に通ず　⇒
日時　６月16日㈭　13時30分～15時30分
講師　西條史談会会員　加藤正典氏
定員　30人
申込期限　６月12日㈰

西 条 郷 土 博 物 館
明屋敷237－1　　℡0897－56－3199

【開館時間】オアシス：９時～18時（有料展示館の入館受付は９時30分～17時30分）
　　　　　　椿交流館：10時～22時（札止め21時30分）
【６月休館日】オアシス：無休　　椿交流館：水曜日

●押し花とネイチャープリント
　八重美教室の生徒作品を展示。
期間　５月31日㈫～６月30日㈭
場所　椿交流館

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：℡0898－76－3111　椿交流館：℡0898－76－3511

椿温泉こまつ
　四国山脈のふもとの高台から、のどかな燧灘・道前平野
の遠望を楽しみながらゆったりとくつろげる天然温泉。
　弱アルカリ性の黄金の湯に浸かって、憩いのひとときを。
■料金　大人（中学生以上）：400円
　　　　小人（３歳以上小学生以下）：200円
　　　　65歳以上・身体障害者：300円

●周桑教友会展
　周桑教友会の会員の皆さんによる絵画、版画、写真、書、
陶芸など趣味の作品と教友会故人の遺作を展示。
期間　６月８日㈬～18日㈯
●書道展（前期）
　市内書道家の作品を展示。
期間　６月24日㈮～７月６日㈬

佐伯記念館・郷土資料館
丹原町池田1711－1　　℡0898－68－4610

【開館時間】８時30分～17時
【６月休館日】月曜日

●木工教室　「一輪挿しを作ろう」
　初めての方でも簡単に作れます。
日時　６月11日㈯・25日㈯　13時30分～15時30分
定員　10人　　材料費　550円
●水彩画教室
　初めての方でも基礎から習えます。用具は各自で準備。
日時　６月３日㈮・17日㈮　19時～21時
●中高年ピアノ教室
日時　６月８日㈬・22日㈬　13時30分～15時30分
対象　40歳以上の初心者
●企画展上期「趣味の押し絵展」
　越智孝子さんとその生徒の作品展。
期間　６月１日㈬～12日㈰
●企画展下期「表装展」
　高橋良治さんとその生徒の作品展。
期間　６月16日㈭～30日㈭

生 涯 学 習 の 館
天神１－205　　℡0897－53－8686

【開館時間】９時～22時
【６月休館日】月曜日

●八堂山の四季写真展
期間　６月３日㈮～30日㈭
●黒田コレクション展
　故黒田武恒氏から寄贈され
たコレクションから、古代サ
ンゴや貝の化石、水石、鑑賞
石を展示。
期間　６月３日㈮～７月29日㈮
●子ども自然写真学校　－参加者募集ー
　八堂山で身近な自然と向かい合う中でのカメラ体験。
日時　６月25日㈯　①９時30分～12時　②13時～15時30分
定員　①・②　各15人（先着順）
参加費　500円　  申込期限　６月10日㈮
申込先　ＮＰＯ法人西条スポーツ文化支援協会
　　　　℡0897－53－0658

考 古 歴 史 館
福武乙27－6　　℡0897－55－0419

【開館時間】９時～17時
【６月休館日】月曜日

行事・教室名 日　　時 備　　　　考 行事・教室名 日　　時

絵画教室

小学生　定員：15人
材料費：300円
必要な物：エプロン・三角巾

七宝焼教室 25日㈯
10：00～12：00

ポーセラーツ
オリジナルの食器作り

26日㈰
10：00～12：00

５歳～中学生　定員：15人
幼児は保護者同伴　材料費：250円
必要な物：エプロン

５日㈰
10：00～12：00

小学２～６年生　定員：15人
必要な物：絵の具道具

18日㈯
10：00～12：00

小・中学生　定員：10人
小学１～３年生は初級コース将棋教室 26日㈰

13：30～15：00

小学生　定員：15人
材料費：350円
作品のお渡しには３週間ほどかかります

イラスト教室 小学３年～中学生
定員：15人　材料費：100円

18日㈯
13：30～15：30

４日㈯
13：30～15：30

おもしろ紙ねんど教室
かたつむり

11日㈯
10：00～12：00

12日㈰
10：00～12：00

小学４～６年生
定員：30人
必要な物：水筒・帽子
申込期限：６月18日㈯
※各自の車で現地へ移動。
※雨天時は館内で天気図の説明。

地球探検
加茂川の岩石を知ろう

19日㈰
10：00～12：00

かみしばい・なぞなぞ
絵本の読み聞かせなどおはなしのへや

毎週土・日曜日
14：00～14：30

楽しい英語絵本の読み聞かせストーリーテリング

こどもの国　６月の行事予定表

【開館時間】８時30分～17時
【６月休館日】月曜日

▼　プラネタリウム情報　▼
スペース西遊記～ブラックホールを駆け抜けろ！
投影開始時間（10分前にはお越しください。約40分投影）
　○火～土曜日：13時30分、15時
　○日曜・祝日：11時、13時10分、14時20分、15時30分
　※第２・４土曜日は、10時に無料投影を行っています。
観覧料　50～200円（65歳以上の方は無料）

こ ど も の 国
明屋敷131－2　　℡0897－56－8115

定員制の行事や教室は早めに、直接または電話で、こどもの国へ予約してください。
※７月の行事予定表は６月15日㈬からこどもの国にあります。

毎週土曜日
11：00～11：30

太陽や星を見る会 第２回
春の星座と土星

４日㈯
19：30～21：00

小学生以上　定員：60人
小学１～３年生は保護者同伴

小学生　定員：10人
１～３年生は保護者同伴

小・中学生　定員：10人
小学１～３年生は初級コース

５日㈰
13：30～15：00

５歳～小学６年生　定員：20人
幼児は保護者同伴　材料費：200円

父の日のプレゼント
クッキー作り

11日㈯
13：30～15：00

小学生　定員：15人
材料費：200円
必要な物：絵の具道具

グラスアート
ファイルケースＡ４サイズ

12日㈰
13：30～15：30

５歳～小学生　定員：30人
幼児は保護者同伴
材料費：500円

木彫教室 26日㈰
13：30～15：30

小・中学生　定員：15人
材料費：30～400円
必要な物：絵の具道具

５歳～小学生　定員：30人
幼児は保護者同伴　材料費：500円
作品のお渡しには１週間ほどかかります

電子工作
七色ライト

小学４年生以上　定員：８人
４年生は保護者同伴
申込期限：６月４日㈯

エコクラフト
かんたんかご作り

５日㈰～全５回
毎週日曜日
14：00～16：00

５日㈰
13：30～15：30

小学生　定員：20人
材料費：500円

パソコン教室

染め物教室

囲碁教室

絵手紙教室

備　　　　考
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