
【開館時間】９時～17時
【８月休館日】月曜日

●特別展示　中世の伊予の城館
　中世、愛媛県全域に1200カ所に城館が構築されていた。
そのうち25カ所の城館跡付近を撮影した写真を愛媛県歴史
文化博物館の協力を得て展示。
期間　８月２日㈫～30日㈫
●郷土史講座　岩佐一門と伊予の銀行の合同
日時　８月18日㈭　13時30分～15時30分
講師　西條史談会会員　高橋重美氏
定員　30人
申込期限　８月14日㈰

行事・教室名 日　　時 備　　　　考 行事・教室名 日　　時 備　　　　考

絵画教室

小・中学生　定員：10人
小学１～３年生は初級コース

絵手紙教室 ７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
電子楽器を使って調律しよう

11日㈭
10：00～12：00

小学生　定員：30人　材料費：500円
１～３年生は保護者同伴
作品のお渡しには１週間ほどかかります

小学生　定員：15人
材料費：250円
必要な物：エプロン

ポーセラーツ教室
オリジナルの食器を作ろう

４日㈭・17日㈬
10：00～12：00
11日㈭
13：30～15：30

２日㈫
Ａ９：00～11：00
Ｂ11：30～13：30
Ｃ14：00～16：00
３日㈬
Ａ10：00～12：00
Ｂ13：00～15：00

小学２～６年生　定員：10人
必要な物：絵の具道具

20日㈯
10：00～12：00

将棋教室 28日㈰
13：30～15：00

小学生将棋大会 21日㈰
13：30～16：30

小・中学生　定員：10人
小学１～３年生は初級コース囲碁教室 ７日㈰

13：30～15：00

竹で水でっぽうを作ろう

４日㈭
13：30～15：30

５歳～小学生　定員：15人
５歳～３年生は保護者同伴
参加費：150円

お茶体験教室
簡単な作法を楽しみましょう

10日㈬・17日㈬
24日㈬
14：00～15：00

夏のおはなしのへや
工作遊び

25日㈭・26日㈮
27日㈯
14：30～15：30

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 13日㈯
13：30～15：30

小学生　定員：15人
材料費：500円
必要な物：牛乳パック

トールペイント ６日㈯
10：00～12：00

25日㈭
13：30～15：30

イラスト教室 小学３年～中学生
定員：10人　材料費：100円

９日㈫
13：30～15：30

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

小学生　定員：20人
材料費
　350円
必要な物
　汚れてもいい手ぬぐい
作品のお渡し日
　８月27日㈯　10時から

小学生　定員：15人
必要な物：小石・絵の具道具
小石はこども国にもあります

地球探検
世界小石の芸術作品展に応募しよう！

５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
（８月13日・14日は除く）
25日㈭・26日㈮
14：00～14：30

楽しい英語絵本の読み聞かせ

小学生　定員：24人

小学生　定員：10人

ストーリーテリング

グラスアート

こどもの国　８月の行事予定表

【開館時間】８時30分～17時
【８月休館日】月曜日

▼　プラネタリウム情報　▼

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・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回目は観覧料無料です。
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　こどもの国で配布中
記録表の提出期限　９月11日㈰まで
※詳細は、こどもの国で配布する募集要項をご覧ください。

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。
※熱中症予防のため、水筒などで飲み物をお持ちください。

毎週土曜日
11：00～11：30

陶芸教室 おもしろ紙ねんど教室
ぞうを作ろう

12日㈮
10：00～12：00

小学生　定員：15人
材料費：200円
必要な物：エプロン

18日㈭
13：30～15：30

小学生　定員：10人　材料費：30～400円
１～３年生は保護者同伴
必要な物：絵の具道具

小学生　定員：30人
１～３年生は保護者同伴
材料費：500円

木彫教室

●沖縄民芸品の展示会
　沖縄民芸品（陶器、織物、生活
用品など）に加え、九州地方、李
朝（朝鮮）などの陶器を展示。
期間　９月18日㈰まで

【開館時間】９時～16時30分
【８月休館日】月曜日、16日㈫

●市内小・中学生無料開放日
日時　８月６日㈯・13日㈯　10時～12時
●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

【開館時間】10時～21時　【８月休館日】月曜日
　※８月24日㈬は中予児童福祉施設会交歓水泳大会のため、17時から一般開放。

●ゲーム遊び（要申込）
　８月６日㈯　14時～15時30分　　対象：小学生　定員：15人
●西条・丹原児童館合同企画「チャレンジカップ」（要申込）
　８月20日㈯　14時～15時　　対象：小学生　　定員：20人
　さまざまな種目にチャレンジして得点を競おう。
●ニコニコクッキング「カレー作り」（要申込）
　８月27日㈯　10時～12時　　場所：大町公民館
　対象：小学生　　定員：15人
　必要な物：エプロン、三角巾、タオル、米１合

●おばけやしき
　８月６日㈯　16時～17時30分
　※受付は17時まで。
　チャレンジャーには、かき氷をプレゼント。
●プッチンポシェット作り（要申込）
　８月10日㈬　10時～　　対象：幼児・小学生
　定員：20人
●筒てっぽう作り（要申込）
　８月18日㈭　10時～　　対象：幼児・小学生　　定員：30人

●水遊び
　８月４日㈭・５日㈮　10時～11時　　対象：幼児
　シャボン玉遊びや色水遊びもあり。
●第２回夏休み工作広場（要申込）
　８月６日㈯　10時～11時30分　対象：小学生　定員：20人
●みんな集まれ！　放課後ドッジボール大会
　８月10日㈬・24日㈬　
　10時30分～11時30分
　対象：小学生
●西条・丹原児童館合同企画「チャレンジカップ」（要申込）
　８月20日㈯　14時～15時　　対象：小学生　　定員：20人
　さまざまな種目にチャレンジして得点を競おう。

●夏休み手作り教室「エコクラフトのミニバック」（要申込）
　８月５日㈮　13時30分～　　対象：小学生　　定員：10人
●夏休み手作り教室「グラスアート」（要申込）
　８月９日㈫　10時～　　対象：小学生　　定員：10人
　材料費：500円
●夏休み手作り教室「トールペイント」（要申込）
　８月23日㈫　13時30分～　　対象：幼児・小学生
　定員：15人
●こども映画会「怪談レストラン」
　８月27日㈯　13時30分～
●プールあそび・シャワーあそび
　８月５日㈮・12日㈮・19日㈮　10時30分～11時

【開館時間】８時30分～17時　【８月休館日】月曜日
※幼児は、必ず保護者同伴でお越しください。

【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
【８月休館日】
　西条図書館：31日㈬　
　東予図書館：月曜日、31日㈬
　丹原図書館：金曜日、31日㈬
　小松温芳図書館：水曜日

●５日・19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

●12日・26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

●13日・27日（土曜日）
楠河公民館　　　　　　10：00～10：30
庄内小学校　　　　　　10：50～11：20
国安小学校　　　　　　11：40～12：00
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
伊曽乃神社鳥居前　　　15：20～15：40

●７日・21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
舟形バス停横　　　　　11：00～11：30
大郷集会所　　　　　　13：30～14：00
志川集会所（21日休館）　14：20～14：50
中川公民館　　　　　　15：00～15：30

※８月よりコース・時間が変更されてお
りますのでご注意ください。

●８日・22日（月曜日）
野々市集会所　　　　　10：00～10：30
旧西田郵便局横　　　　10：40～11：10
壬生川小学校　　　　　13：00～13：30
東予北地域交流センター　13：50～14：20
庄内公民館　　　　　　14：40～15：20

●２日・16日・30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　　　　　　　13：00～13：30
西条西部公園　　　　　13：40～14：10
小松農村環境改善センター　14：30～15：00

●３日・17日（水曜日）
橘公民館　　　　　　　10：00～10：30
新御堂児童公園　　　　10：40～11：10
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

●10日・24日（水曜日）
大谷西　　　　　　　　10：00～10：30
西福寺入口　　　　　　10：40～11：10
神戸小学校　　　　　　13：00～13：30
神戸公民館　　　　　　13：40～14：10
氷見公民館　　　　　　14：20～14：50
旧大町公民館　　　　　15：10～15：40

●11日・25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

西条図書館
○ぴょんぴょんお話会
　８月13日㈯　15時～16時　　対象：幼児
○ぴよぴよお話会
　８月17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
　８月24日㈬　10時30分～　　対象：乳幼児以上
丹原図書館
○おはなし会
　８月13日㈯　14時～14時30分　　対象：幼児
　８月17日㈬　16時～16時30分　　対象：小学生
　８月25日㈭　10時30分～11時　　対象：乳児
小松温芳図書館
○おはなし会
　８月27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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