
【開館時間】８時30分～17時
【10月休館日】月曜日(13日開館)、14日㈫、15日㈬、16日㈭

●木工教室　「コースター」を作ります。

日時　10月11日㈯・25日㈯　13時30分～15時30分
定員　10人　　材料費　500円　　申込期限　10月４日㈯
●絵画教室　水彩画（用具は各自持参）

日時　10月３日㈮・24日㈮　19時～21時
●中高年ピアノ教室　40歳以上の初心者向けです。

日時　10月１日㈬・22日㈬　13時30分～15時30分
●10月企画展「生涯学習の館絵画教室作品展」

　絵画教室のメンバーによる水彩画の作品展。

期間　10月１日㈬～24日㈮　※最終日は17時まで
【開館時間】９時～22時
【10月休館日】月曜日(13日開館)、14日㈫、15日㈬、17日㈮

▼　プラネタリウム情報　▼

投影開始時間（10分前にはお越しください。約30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回目は観覧料無料です。

観覧料　50～200円（幼児、65歳以上の方は無料）

ワンピース　プラネタリウム
～麦わらの一味と星空の航海へ！～

●水墨画展示会（葦の会）

期間　10月29日㈬～11月２日㈰　※最終日は16時まで
●秋の読書マラソン　期間　10月１日㈬～31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。

●バッジを作ろう！　約６cmのオリジナルバッジを作製。

期間　10月21日㈫～31日㈮　　時間　８時30分～16時
作製費　１個120円　※写真・イラスト等を持参　

●特別展示　西条まつり絵巻といろいろ展

　市内在住の佐藤秀之氏が所有する、西条まつりのさま

ざまな資料を展示。

期間　10月５日㈰～30日㈭　※最終日は16時まで
●郷土史講座　　テーマ　伊曽乃祭りについて

日時　10月26日㈰　14時～16時
講師　佐藤秀之氏　　定員　30人（先着順）

申込期限　10月19日㈰　※電話・ファクスで申し込み
【開館時間】９時～17時
【10月休館日】月曜日(13日開館)、14日㈫、15日㈬、16日㈭

●古裂（こぎれ）の和風細工物展

　市内で活躍している“ぼぼっこ”グループ

が、縮緬（ちりめん）など古裂を使った作品

を展示。

期間　10月３日㈮～29日㈬
●火おこし体験

日時　10月５日㈰・19日㈰　11時～15時
※体験希望の方は、考古歴史館までお申し込みください。

●考古歴史館研修旅行（松山方面）　－参加者募集－

日時　11月21日㈮　8時30分～17時
行先　松山市考古館、愛媛県生涯学習センターなど

参加費　2,500円　　定員　24人（先着順）

申込期限　11月16日㈰　16時　※電話で申し込み
●四国地方の石展

　故黒田武恒氏から寄贈された四国地方の鑑賞石を、暁

雨館で開催される「愛石のススメ展」に出品。

期間　10月７日㈫～11月23日㈰
場所　暁雨館（四国中央市土居町入野178番地１）

【開館時間】９時～17時
【10月休館日】月曜日(13日開館)、14日㈫、15日㈬、16日㈭

●五百亀記念館特別展「十河信二と伊藤五百亀展」

期間　10月４日㈯～12月23日㈫
　伊藤五百亀の後援会長を務めた第４代国鉄総裁十河信

二氏の旧蔵コレクションのうち、富岡鉄斎・近藤篤山・

小杉放庵・三輪田米山などの書画を中心に展示。

●～杉野博美・伊東富子・山地良子による～

　「華泉会　趣味の水墨画展」

期間　10月２日㈭～13日㈪　※最終日は17時まで
●「おばぁちゃんの二人展」

　～ハーダンガー刺しゅうとパッチワーク～

期間　10月22日㈬～26日㈰　　時間　９時～17時　
●市民ギャラリー・会議室利用者募集中

※詳細は五百亀記念館にお問い合わせください。

【開館時間】９時～19時
【10月休館日】月曜日(13日開館)、14日㈫、15日㈬、16日㈭

●倉敷民藝作家二人展　展示即売会

　手のぬくもりが伝わる「飾らな

い美しさと力強さ」を感じる作品。

倉敷堤窯：武内真木氏（焼き物）

倉敷ガラス：小谷栄次氏（吹きガラス）

期間　10月４日㈯～12日㈰
●現代作家の陶磁器展

　収蔵品から現代作家の陶磁器を展示。

期間　10月４日㈯～11月30日㈰

【開館時間】９時～16時30分
【10月休館日】月曜日(13日開館)、14日㈫、15日㈬、

16日㈭、17日㈮
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●桜井・富田地区ふるさと散歩展

　桜井・富田地区の神社・寺・城跡・古墳群などを写真

と資料で紹介。

期間　～10月18日㈯まで
●市民愛蔵品展

　市民の方が所有の美術品（絵画・掛け軸など）を展示。

期間　10月25日㈯～11月９日㈰
●和紙あんどん作り（全３回）　－生徒募集－

　西条市特産の手漉き和紙を用いて、柔らかい光を放つ

あんどんを作ります。

日時　10月30日㈭・11月11日㈫・18日㈫
　　　13時30分～15時30分
定員　10人（先着順）　　材料費　2,500円程度

必要な物　木工用ボンド、カッターナイフ、小筆

申込期限　10月19日㈰
●カブトガニ講演会　　演題　「四国の干潟」

日時　11月１日㈯　13時30分～15時
講師　伊谷　行氏（高知大学教育学部准教授）

【開館時間】９時～18時
【10月休館日】月曜日(13日開館)、14日㈫、15日㈬

【四国鉄道文化館　南館】
●フリーゲージトレイン車内公開、模型・パネル展

　フリーゲージトレイン（軌間可

変電車）の車内で軌間を変換する

仕組みなどを模型やパネルで紹介。

期間　～10月５日㈰まで
時間　９時～17時30分

●シゴナナぷらす（Ｃ57をもっと知る活動）

　Ｃ57形蒸気機関車の楽しいお掃除・学習会です。

日時　毎月第２日曜日　13時～（２時間程度）

対象　小学生以上（小学生は保護者同伴）

講師　Ｃ57－44の修復整備に携わった大山正風さん

定員　10人（先着順）　　参加費　250円（保険料等）

申込方法　南館にある申込用紙に必要事項を記入。

【四国鉄道文化館　北館】
●ＨＯゲージ走行会

　小型カメラ装着の模型列車を走行。３系統のレールの

うち１系統を一般に開放して運転体験ができます。

日時　10月５日㈰　10時30分～15時
【開館時間】９時～18時　※観光交流センターは無休
【10月休館日】水曜日(１日・15日開館)、20日㈪、23日㈭

●七夕フォトコンテスト他写真展

　「丹原七夕夏まつり」をテーマにした写真コンテスト

の作品展。季節の花、風景などの協賛作品も展示。

期間　10月９日㈭～18日㈯
●うちぬき絵画展　油彩、水彩画を展示。

期間　10月21日㈫～11月３日㈪
●館蔵品展②

　丹原町ゆかりの作家の日本画、洋画、版画などの館蔵

作品を展示。

期間　～10月５日㈰まで

【開館時間】８時30分～17時
【10月休館日】月曜日(13日開館)、14日㈫、15日㈬

●市内小・中学生無料開放日

日時　10月４日㈯・11日㈯　10時～12時
●無料クロール教室

日時　10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！

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
【10月休館日】月曜日(13日開館)、14日㈫

●第７回水墨画展

　お互いの個性を大切にし

ながら、地元の風景や身近

の草花を題材にした作品を

展示。

期間　10月３日㈮～30日㈭
場所　椿交流館内まちづくり展示コーナー

●オアシス館市民ギャラリー出展者募集

　市民の皆さんの創作文化活動などで生み出された作品

を展示し、交流の輪を広げるための場所です。展示内容

など詳しくは、スタッフへお気軽にご相談ください。

【開 館 時 間】オアシス館：９時～18時
　　　　　　　椿 交 流 館：10時～22時（札止め21時30分）
【10月休館日】オアシス館：無休　　椿交流館：水曜日

●企画展示「発刊記念　小松藩庄屋・佐伯家の古文書」

　小松町大頭の旧庄屋・佐伯家の貴重な古文書が「郷土

資料集　第６集」として発刊されました。大正末年に紹

介されてから90年ぶりに活字化され、小松藩が成立する

以前の資料としては県下で唯一のもので、各方面から注

目されています。

　今回は解読文と解説を付け、

内容を分かりやすく展示。

　松山藩・加藤嘉明とその重

臣たちが小松大頭村の庄屋と

交わした珍しい古文書です。

期間　10月５日㈰～12月７日㈰
【開館時間】９時～17時30分
【10月休館日】水曜日、14日㈫、31日㈮

▲黒川五右衛門たのみ状
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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

●３日・17日（金曜日）

オレンジハイツグラウンド(17日休) 10：00～10：40

グリーンハイツグラウンド(17日休) 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

●10日・24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

●４日・18日（土曜日）

楠河公民館　　　　　　10：00～10：30

庄内小学校　　　　　　10：50～11：20

国安公民館　　　　　　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

●12日・26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（12日休）　14：20～14：50

中川公民館（12日休）　15：00～15：30

【開館時間】西条図書館：９時～22時（15日㈬は９時～17時）
　東予図書館・丹原図書館・小松温芳図書館：９時～19時

【10月休館日】西条図書館：16日㈭、31日㈮
　東予図書館：月曜日（13日開館）、14日㈫、15日㈬、31日㈮
　丹原図書館：金曜日、14日㈫
　小松温芳図書館：水曜日、14日㈫、31日㈮

西条図書館

○ぴょんぴょんお話会

　10月11日㈯　15時～16時　　対象：幼児・小学生
○ぴよぴよお話会

　10月22日㈬　10時～10時30分・10時30分～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

　10月22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

　10月11日㈯　14時～15時　　対象：幼児以上
○たんたんおはなし会

　10月23日㈭　10時30分～11時　　対象：乳児以上
小松温芳図書館

○おはなし会

　10月25日㈯　10時30分～　対象：乳幼児以上
※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。

※西条図書館は10月16日㈭に臨時休館します。

●13日・27日（月曜日）

野々市集会所　　　　　10：00～10：30

西田集会所前　　　　　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

●７日・21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

石根公民館　　　　　　14：30～15：00

●１日・29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

東部ウイングサポートセンター　15：10～15：40

●８日・22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　　　　　　13：00～13：50

生涯学習の館　　　　　14：00～14：40

港新地集会所　　　　　14：50～15：20

●２日・30日（木曜日）

市民の森入口分岐点　　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

10 月のおはなし会 10

●おはなし会

　10月４日㈯　11時～11時30分
　対象：幼児・小学生

●ゲーム遊び（要申込）

　10月11日㈯　14時～15時30分
　対象：小学生　定員：15人

●えいごであそぼう！（要申込）

　10月18日㈯　10時30分～11時30分
　対象：小学生　定員：15人

●リズム教室

　10月４日㈯　10時30分～11時30分
　対象：幼児～小学３年生

●茶道クラブ

　10月11日㈯　10時～12時　対象：幼児・小学生
●プレイネットワーク（要申込）

　10月25日㈯　10時～15時　場所：丹原児童館
　対象：小学生　定員：10人

　丹原児童館の友達と班別活動や昼食作り、ゲームをしよう。

●かんたん工作「ハロウィングッズを作ろう」

　10月４日㈯　13時30分～14時30分
　対象：幼児・小学生

●リトミック（要申込）

　10月29日㈬　10時30分～11時
　対象：２歳～未就学児親子　定員：10組

西条西部児童館 氷見西新開59　TEL0897－57－6061

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

【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。

【10月休館日】月曜日、14日㈫、西条西部児童館：15日㈬、西条児童館：16日㈭

●土曜エプロン教室「秋のきのこハンバーグ」（要申込）

　10月11日㈯　10時～12時　対象：小学生　定員：10人
　※エプロンクラブ員に登録している人は申込不要

●プレイネットワーク（要申込）

　10月25日㈯　10時～15時　対象：小学生　定員：10人
　東予西児童館の友達と班別活動や昼食作り、ゲームをしよう。

丹原児童館 丹原町池田1802－3　TEL0898－68－6960

■西条市内児童館・四館合同企画「チャレンジカップ」（要申込）

　10月18日㈯　14時～15時　場所：各児童館　対象：小学生　定員：15人
　さまざまな種目にチャレンジして得点を競います。

　10月の種目：ふわふわボールゲーム、つみあげタワー
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