
●木工教室　「コースターを作ろう」
　初めての方でも簡単に作れます。
日時　７月９日㈯・23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　７月１日㈮・15日㈮　19時～21時
●中高年ピアノ教室
日時　７月６日㈬・27日㈬　13時30分～15時30分
対象　40歳以上の初心者
●企画展「陶芸教室作品展」
　前谷豊さんとその生徒の作品展。
期間　７月１日㈮～15日㈮

【開館時間】９時～22時
【７月休館日】月曜日（18日開館）、19日㈫、20日㈬

【開館時間】９時～17時
【７月休館日】月曜日（18日開館）、19日㈫、20日㈬

●特別展示　神保家に伝わる書
　西条藩上士だった神保家に伝わる五代藩主松平頼淳公の
書や江戸時代の儒学者古賀精里、佐藤一斎、後藤松陰、芳
野金陵、砲術師範高島秋帆などの書を展示。
期間　７月１日㈮～30日㈯
●郷土史講座　家伝の資料とその時代背景
日時　７月21日㈭　13時30分～15時30分
講師　西條史談会会員　神保元威氏
定員　30人
申込期限　７月17日㈰

行事・教室名 日　　時 備　　　　考 行事・教室名 日　　時 備　　　　考

絵画教室

16日㈯
13：30～15：30

小・中学生　定員：10人
材料費：30～400円
必要な物：絵の具道具

小・中学生　定員：10人
小学１～３年生は初級コース

木彫教室

絵手紙教室 29日㈮
10：00～12：00

小学生　定員：10人
１～３年生は保護者同伴

電子工作
ふしぎなライト

31日㈰
10：00～12：00

５歳～小学６年生　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

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

小学生以上　定員：20人
保護者同伴　材料費：100円
必要な物：タオル・着替え

ポーセラーツ教室
オリジナルの食器作り

17日㈰
13：30～15：30

５歳～小学６年生　定員：15人
幼児は保護者同伴　材料費：500円
必要な物：牛乳パック

トールペイント
かわいい小物作り

２日㈯
10：00～12：00

小学２～６年生　定員：15人
必要な物：絵の具道具

30日㈯
10：00～12：00

将棋教室 24日㈰
13：30～15：00

小・中学生　定員：10人
小学１～３年生は初級コース囲碁教室 ３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

染め物教室 ９日㈯
13：30～15：30

５歳～小学６年生　定員：20人
幼児は保護者同伴　材料費：200円

おもしろ紙ねんど教室 27日㈬
10：00～12：00

５歳～小学６年生　定員：30人
幼児は保護者同伴　材料費：500円

28日㈭
13：30～15：30

イラスト教室 小学３年～中学生
定員：15人　材料費：100円

30日㈯
13：30～15：30

おもしろ竹細工教室
水てっぽう作り

24日㈰
13：30～15：30

小学生　定員：15人
材料費：100円

七夕かざり
ささかざりと七夕そうめん作り

３日㈰
10：00～12：00

小学生　定員：15人
必要な物：軍手
※館内で行います

地球探検
化石を探そう

17日㈰
10：00～12：00

グラスアート
ルームプレート

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　７月の行事予定表

【開館時間】８時30分～17時
【７月休館日】月曜日（18日開館）、19日㈫、20日㈬

▼　プラネタリウム情報　▼【新番組】

ガチャピン・ムックのプラネタリウムで遊んじゃおう
投影開始時間：７月から投影時間を一部変更
（10分前にはお越しください。約40分投影）
　○火～金曜日：13時30分、15時
　○土・日曜日・祝日：11時、13時10分、14時20分、15時30分
　※第２・４土曜日の11時の１回目は無料観覧です。
観覧料　50～200円（65歳以上の方は無料）

●夏休み読書マラソン
　夏休み期間中（７月21日～８月31日）に読んだ本を記録
し、一定数読み終えた方に記念品を贈呈します。
記録用紙配布時期　７月10日㈰から
記録表の提出期限　９月11日㈰
※詳細は、こどもの国で配布する募集要項をご覧ください。

※夏休み期間中（７月21日～８月31日）の教室は、７月10日㈰から直接こどもの国で
　お申し込みください。電話での申込みはできません。

毎週土曜日
11：00～11：30

※熱中症予防のため、水筒などで飲み物をお持ちください。

●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　７月５日㈫まで
●沖縄民芸品の展示会
　沖縄の生活文化に触れることがで
きる琉球・沖縄皿、琉球・沖縄徳利、
茶碗、鉢、土瓶、壺、花瓶、その他
の生活用品などを展示。
期間　７月24日㈰まで

【開館時間】９時～16時30分
【７月休館日】月曜日（18日開館）、19日㈫、20日㈬

●児童館まつり　　７月２日㈯　10時～13時
　バザー、各種遊びのコーナー　※前売券が必要なものあり。
●ゲーム遊び（要申込）
　７月９日㈯　14時～15時30分　　対象：小学生　定員：15人
●デイキャンプ「自然いっぱい！あそび隊」（要申込）
　７月18日㈪　　対象：小学生　　定員：20人
　場所：石鎚ふれあいの里
●親子木工教室（要申込）
　７月31日㈰　10時～11時30分　　対象：小学生親子・中学生
　定員：親子20組
●水遊び　　７月８日㈮・15日㈮・22日㈮　10時～11時
　対象：幼児親子

●茶道クラブ
　７月９日㈯　10時～12時　　対象：幼児・小学生
●乳幼児相談　　７月13日㈬　９時30分～11時
　保健師と保育士による乳幼児相談。　必要な物：母子手帳
●こども映画会「借りぐらしのアリエッティ」
　７月16日㈯　13時30分～15時　
●みんなで遊ぼうデー「バルーンアートを作ってあそぼう」
　７月21日㈭　10時30分～11時30分
●リズム教室　　７月23日㈯　10時30分～11時30分　
　対象：幼児～小学３年生
●カレー作り（要申込）
　７月27日㈬　10時～　　対象：幼児・小学生　　定員：50人

●夏まつり
　７月９日㈯　10時30分～13時
　バザー、スタンプラリーなど　※前売券が必要なものあり。
●みんな集まれ！　放課後ドッジボール大会
　７月13日㈬　16時～16時50分　　対象：小学生
●水遊び
　７月14日㈭・15日㈮・21日㈭・22日㈮・28日㈭・29日㈮
　10時～11時　　対象：幼児
●第１回夏休み工作広場（要申込）
　７月30日㈯　10時～11時30分　　対象：小学生　定員：20人

●七夕の笹飾り作り
　７月２日㈯・３日㈰　10時～15時
●こども夏祭り　　７月17日㈰　10時～14時
　バザー、スタンプラリーなど　※前売券が必要なものあり。
●リトミック（要申込）　７月20日㈬　10時30分～11時
　対象：２歳～未就学児　　定員：親子10組
●シャワー遊び　　
　７月27日㈬・28日㈭　10時～11時　　対象：幼児
●夏休み手作り教室「カレー作り」（要申込）
　７月29日㈮　10時30分～　対象：幼児・小学生　定員：20人

【開館時間】８時30分～17時　【７月休館日】月曜日、19日㈫

※幼児は、必ず保護者同伴でお越しください。

西条図書館：大町1590　℡0897－56－2668
東予図書館：周布427　  ℡0898－65－4797
丹原図書館：丹原町池田1733－1（丹原総合支所３階）　℡0898－68－8711
小松温芳図書館：小松町新屋敷甲3007－1　℡0898－72－5634

●１日・15日・29日（金曜日）
オレンジハイツグラウンド　10：00～10：40
グリーンハイツグラウンド　10：50～11：30
玉津小学校　　　　　　13：00～13：30
田滝小学校　　　　　　14：20～14：50
田野公民館　　　　　　15：10～15：20

●８日・22日（金曜日）
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
桜樹公民館　　　　　　14：30～15：00
中川公民館　　　　　　15：20～15：30

●２日・16日・30日（土曜日）
楠河公民館　　　　　　10：00～10：30
三芳小学校　　　　　　10：40～11：20
国安小学校　　　　　　11：30～12：00
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

●９日・23日（土曜日）
西条東中学校　　　　　10：00～10：20
西条西中学校　　　　　10：50～11：10
東予西中学校　　　　　13：00～13：20
河北中学校　　　　　　13：30～14：00
丹原西中学校　　　　　14：30～15：00

●10日・24日（日曜日）
千野々バス停前　　　　９：30～10：00
兎之山集会所　　　　　10：20～10：50
加茂公民館　　　　　　11：00～11：10
舟形バス停横　　　　　11：20～11：50

●11日・25日（月曜日）
旧西田郵便局横　　　　10：00～10：30
壬生川小学校　　　　　13：00～13：30
本谷温泉　　　　　　　13：50～14：20
庄内公民館　　　　　　14：40～15：20

●５日・19日（火曜日）
飯岡西原集会所　　　　10：00～10：40
飯岡戻川集会所　　　　10：50～11：20
橘小学校　　　　　　　12：50～13：20
ＪＡ西条神戸低温倉庫　13：30～13：40
伊曽乃神社鳥居前　　　13：50～14：20
小松農村環境改善センター　14：40～15：10

●６日・20日（水曜日）
野々市集会所　　　　　９：30～10：00
橘公民館　　　　　　　10：10～10：40
新御堂児童公園　　　　10：50～11：20
飯岡小学校　　　　　　13：00～13：50
生涯学習の館　　　　　14：00～14：40
港新地集会所　　　　　14：50～15：20

●13日・27日（水曜日）
大谷西　　　　　　　　10：00～10：40
西福寺入口　　　　　　10：50～11：20
神戸小学校　　　　　　13：00～13：30
神戸公民館　　　　　　13：40～14：20
氷見公民館　　　　　　14：40～15：20
旧大町公民館　　　　　15：40～16：20

●14日・28日（木曜日）
若葉町みんなの広場　　10：00～10：30
ファミリーハイツ北公園　10：40～11：20
禎瑞小学校　　　　　　13：00～13：30
徳田公民館　　　　　　14：00～14：40
吉岡公民館　　　　　　15：00～15：30

【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
【７月休館日】
　西条図書館：７日㈭、31日㈰　
　東予図書館：月曜日（18日開館）、19日㈫、20日㈬、31日㈰
　丹原図書館：金曜日、19日㈫、31日㈰
　小松温芳図書館：水曜日、19日㈫、31日㈰

西条図書館
○ぴょんぴょんお話会
　７月９日㈯　15時～16時　　対象：幼児
○ぴよぴよお話会
　７月20日㈬　10時～11時　　対象：乳幼児以上
東予図書館
○ころころどんぐりお話会
　７月13日㈬　10時30分～　　対象：乳幼児以上
丹原図書館
○おはなし会
　７月９日㈯　14時～14時30分　　対象：幼児
　７月20日㈬　16時～16時30分　　対象：小学生
　７月28日㈭　10時30分～11時　　対象：乳児
小松温芳図書館
○おはなし会
　７月23日㈯　10時30分～　　対象：幼児以上
※その他の講座は各館で配布の「図書館だより」をご覧ください。
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