平成２９年度ウォームシェアキャンペーン 協力施設等（ウォームシェアスポット）
29.10.30現在
施設の種類

施設名／場所

PRポイント、特典内容、ＨＰアドレス

にちにっ祭（12月1・2日、2月1・2日）
シニア感謝デー（毎月15・16日開催）
火曜市(毎週火曜日開催）
（※ただしフジZY各店、エフマルシェ古川店、パル
月の中市（12月・1月中旬予定）
ティ・フジ各店は除く）
初売り（1月1～3日）

実施期間

定休日

（株）フジ県内45店舗
ショッピングセンター

ショッピングセンター

（株）マルナカ県内18店舗

平成29年11月～平成30
棚卸し日のみ休業
年2月

休憩スペースでゆっくり温まることができます。
休憩スペースには、マルカフェを設置しているので、おいしい 平成29年11月～平成30
年中無休
コーヒーが飲めます。（コーヒー１杯100円）
年2月
癒されにきてください。

松山市

子育て支援センター

粟井保育園地域子育て支援センター/松山市鹿峰
６３－２

（無料施設）
・0歳から就学前までのお子さんと保護者が利用できます。

・毎週土曜日と日曜
・毎週月曜日～金曜日
日、年末年始等（各セ
（各センターによって異
ンターによって異なり
https://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/kosodate/bo なります）
ます）
shi/hoikuichiran/chiikikosodatesien.html
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施設の種類

施設名／場所

子育て支援センター

石井保育園地域子育て支援センター/松山市西石
井六丁目４－３４

ショッピングセンター

いよてつ髙島屋９階ローズホール／松山市湊町
5-1-1

PRポイント、特典内容、ＨＰアドレス

国際交流施設

・毎週土曜日と日曜
・毎週月曜日～金曜日
日、年末年始等（各
（各センターによって異
センターによって異
https://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/kosodate/bo なります）
なります）
shi/hoikuichiran/chiikikosodatesien.html

無料イベント「日本美術と髙島屋」
http://www.iyotetsu-takashimaya.co.jp/

※ただし、立体駐車場入庫料は有料となります。
http://www.itemehime.com

生涯学習施設

愛媛県生涯学習センター／松山市上野町甲650
番地

定休日

（無料施設）
・0歳から就学前までのお子さんと保護者が利用できます。

フリーマーケット「えひめ青空市場」の開催（入場無料）
愛媛国際貿易センター（アイテムえひめ）／松山
市大可賀2丁目1番28号

実施期間

① 愛媛人物博物館冬季企画展「生誕150周年記念～柳原
極堂 所蔵品展」
②関連事業「二神 將」講演会
③「生誕150周年記念～柳原極堂 所蔵品展」展示説明会
上記3点すべて観覧、参加無料
http://www.i-manabi.jp/
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11月22日(水）～11月28
日（火）入場時間10時～
1月1日
19時
※19時30分閉場

平成30年1月と2月の日
曜日にそれぞれ1度ず
なし
つ実施予定。（現在日程
は調整中）

①平成29年12月2日
（土）～平成30年3月11
日（日）
②第１回 平成30年1月
21日（日）・第2回 平成
30年2月18日（日）
③平成29年12月2日
（土）・12月24日（日）
平成30年1月14日
（日）・2月4日（日）

月曜日（月曜日が祝
日の場合はその翌
日）
年末年始（12月29日
～1月3日）

施設の種類

施設名／場所

環境学習施設

愛媛県体験型環境学習センター（えひめエコ・ハ
ウス）／松山市西野町乙103-1

交流・学習施設

愛媛県男女共同参画センター／松山市山越町
450番地

愛媛県武道館/松山市市坪西町551番地
武道館

①～④柔道場
⑤主道場
⑥主道場ほか

PRポイント、特典内容、ＨＰアドレス

実施期間

定休日

・水曜日（祝日の場合
はその翌日）
「ウォームシェアで来ました」と受付の職員に声掛けをしてく
・年末年始（12/26ま
平成29年11月2日（木）
ださった方に、遊具１回無料券をプレゼント。
で開園。12/27～1/1
～平成30年2月27日
は休園。）
（火）
http://www.i-ecohouse.jp/
・春、夏、冬休み期間
中は無休（年末年始
を除く）

（無料施設）
http://www.ehime-joseizaidan.com/

①無料講座「運動神経がUPする体操講座」
※子ども対象
②無料講座「はじめての武道入門講座」
※子ども対象
③無料講座「健康づくりセミナー」
※大人対象
④無料講座「生きがいづくり武道入門講座」（柔道編）
※大人対象
⑤無料イベント「鏡開き式」
※景品付き餅まきあり
⑥無料イベント「教室生発表・体験会」
http://www.ehimekenbudoukan.or.jp
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平成29年11月～平成30 月曜日（ただし祝祭
年2月
日の場合は翌日）

①11月12日（日）14：00
～15：00（特別編）
12月17日（日）10：00
～11：50（2部制）
1月21日（日）10：00～
11：50（2部制）
2月11日（日）10：00～
11：50（2部制）
②12月2日（土）10：00～
11：00（剣道）
毎週月曜日（月曜日
2月4日（日）10：00～ が休日の場合は直後
11：00（空手道）
の休日ではない日）
③12月10日（日）10：00
～11：30
④12月16日（土）14：00
～15：30（柔道）
⑤1月8日（月）9：00～
13：00
⑥2月12日（月）9：00～
15：00

施設の種類

施設名／場所

テーマパーク（児童厚
えひめこどもの城／松山市西野町乙108-1
生施設）

子育て支援センター

久米保育園地域子育て支援センター/松山市鷹子
町４－４

PRポイント、特典内容、ＨＰアドレス

実施期間

定休日

・水曜日（祝日の場合
はその翌日）
「ウォームシェアで来ました」とあいあい児童館１階総合案内
・年末年始（12/26ま
所の職員に声掛けをしてくださった方に、遊具１回無料券を 平成29年11月2日（木）
で開園。12/27～1/1
プレゼント。
～平成30年2月27日
は休園。）
（火）
・春、夏、冬休み期間
http://www.i-kodomo.jp/
中は無休（年末年始
を除く）

（無料施設）
・0歳から就学前までのお子さんと保護者が利用できます。

・毎週土曜日と日曜
・毎週月曜日～金曜日
日、年末年始等（各セ
（各センターによって異
ンターによって異なり
https://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/kosodate/bo なります）
ます）
shi/hoikuichiran/chiikikosodatesien.html

①平成29年12月1日
（金）～平成30年1月8日
（月・祝）16：30～20：00

博物館

①ウィンターイルミネーション
ミュージアムの夜の庭園を彩るLEDの光をお楽しみいただ
けます。
坂の上の雲ミュージアム／松山市一番町3丁目20
②平成30年1月1日（月・ 毎週月曜日（祝日の
②お正月特別イベント
番地
祝）～1月3日（水）9：00 場合は開館）
ガラポン大会や昔あそびコーナーなど
～18：30
http://www.sakanouenokumomuseum.jp/

公園・資料館

道後公園湯築城資料館/松山市道後公園1-4

※いずれも入館は18：
00まで

① 来館の上、スタンプラリーをされた方に絵葉書をプレゼ
ント
① 平成29年12月1日～
② 年末年始12/29～1/3の来館者にはみかんをプレゼント
平成30年2月28日
（数量限定）
② 平成29年12月29日
③ 元日は、甘酒・コーヒーのサービスあり（数量限定）
～平成30年1月3日
③ 平成30年1月1日
http://www.dogokouen.jp/
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月曜日及び年末年始
（12/29～1/3）
※ただし、本年度は
休館日なし（年中無
休）

施設の種類

子育て支援センター

文化財

施設名／場所

道後保育園地域子育て支援センター/松山市道後
姫塚１２３－１

萬翠荘/松山市一番町3-3-7

PRポイント、特典内容、ＨＰアドレス

子育て支援センター

博物館

埋蔵文化財センター・考古館／松山市南斎院町
乙67番地6

定休日

（無料施設）
・0歳から就学前までのお子さんと保護者が利用できます。

・毎週土曜日と日曜
・毎週月曜日～金曜日
日、年末年始等（各
（各センターによって異
センターによって異
https://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/kosodate/bo なります）
なります）
shi/hoikuichiran/chiikikosodatesien.html

キャンペーン期間中「ウォームシェア」参加を宣言された方
へ粗品をプレゼント
http://www.bansuisou.org/

平井保育園地域子育て支援センター/松山市南梅
本町甲１１８

実施期間

（無料施設）
・0歳から就学前までのお子さんと保護者が利用できます。

月曜日（開館の場合
平成29年11月～平成30
もあるのでお問い合
年2月28日
わせください）

・毎週月曜日～金曜
日
https://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/kosodate/bo （各センターによって
異なります）
shi/hoikuichiran/chiikikosodatesien.html

・毎週土曜日と日曜
日、年末年始等（各セ
ンターによって異なり
ます）

毎週月曜日と祝日・
振替休日の翌日、12
①観覧料：高校生以下（無料）
①観覧料：年間
月29日～1月3日
②子ども入館者・先着300名に考古館マスコットキャラ
②シール無料配布：平 （ただし、月曜日が
クター「ふんどう君」のシールを無料配布
成29年11月1日（水）～ 祝日・振替休日の場
平成30年2月28日（水） 合はその翌日）
http://www.cul-spo.or.jp/koukokan
※11月4日（土）は
臨時開館
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施設の種類

児童館

児童館

施設名／場所

松山市新玉児童館／松山市三番町6丁目4－20

松山市久米児童館／松山市鷹子町4－4

PRポイント、特典内容、ＨＰアドレス

実施期間

定休日

無料…ただし、０歳～１８歳の子ども及びその保護者が
利用する場合に限る。
月曜日
上記以外の一般利用者の施設利用はできませんので、 平成29年11月～平成30
※月曜日が祝日にあ
ご留意ください。
年2月
たる場合は次の平日
※幼児（未就学児）は保護者同伴でご利用ください。
http://www.matsuyama-swwo.jp

無料…ただし、０歳～１８歳の子ども及びその保護者が
利用する場合に限る。
平成29年11月～平成30 月曜日
上記以外の一般利用者の施設利用はできませんので、
年2月
※月曜日が祝日にあ
ご留意ください。
たる場合は次の平日
※幼児（未就学児）は保護者同伴でご利用ください。
無料イベントもちつき大
会は、12月10日（日）の 年末年始（12月29日
無料イベント・・・もちつき大会
み
～1月3日）
http://www.matsuyama-swwo.jp

施設利用無料（通年）
ただし、次の（１）又は（２）に該当する場合に限る。
（１）松山市の区域内に居住し、又は松山市の区域外から区
域内に通勤・通学をする青少年
（２）青少年の健全育成のために活動をする団体（専ら営利
を目的として活動をするものを除く。）

青少年センター

松山市青少年センター／松山市築山町12-33

交流・学習施設

（無料施設）
松山市男女共同参画推進センター・コムズ／松山
市三番町6丁目4－20
期間中の各種講座及びイベント等
http://www.coms.or.jp
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施設利用無料：通年
毎月第3日曜日
ウォームシェアポスター
12/27～1/4（年末年
掲示期間：平成29年11
始）
月～平成30年２月

平成29年11月～平成30 月曜日（ただし祝祭
年2月
日の場合は翌日）

施設の種類

環境学習センター

施設名／場所

PRポイント、特典内容、ＨＰアドレス

① 季節のクラフト「リース」（無料）
②季節のお茶「どくだみ茶」（無料）
松山市都市環境学習センター／松山市朝日ヶ丘1 ※内容は変更することがあります。
丁目1633-2松山総合公園管理棟１階
※イベント等により中止することがあります。

実施期間

12月1日(金）～12月28
日（木）

定休日

・毎週月曜日（祝日
の場合は翌日）
・年末年始（12月29
日～1月3日）

Http://toshikan.org

児童館

児童館

松山市中央児童センター／松山市若草町8-3
ハーモニープラザ内

無料…ただし、０歳～１８歳の子ども及びその保護者が
利用する場合に限る。
月曜日
上記以外の一般利用者の施設利用はできませんので、
※月曜日が祝日にあ
ご留意ください。
たる場合は次の平日
平成29年11月～平成30
※幼児（未就学児）は保護者同伴でご利用ください。
※12/25（月）に限り
年2月
開館
※12月25日（月）は開館
【無料イベント】
1月14日（日）もちつき大会
年末年始（12月29日
～1月3日）
http://www.matsuyama-swwo.jp

無料…ただし、０歳～１８歳の子ども及びその保護者が
利用する場合に限る。
上記以外の一般利用者の施設利用はできませんので、 平成29年11月～平成30
月曜日
ご留意ください。
年2月（開館時間：9：00
※月曜日が祝日にあ
※幼児（未就学児）は保護者同伴でご利用ください。 ～21：00）
たる場合は次の平日
※小学校の冬休み期間
松山市南部児童センター／松山市古川北3丁目8
※冬休み期間中の月
【無料イベント】
中（12/23～1/8）は、月
－20
曜日は開館
なんぶdeバースディ―（毎月月末の平日）
曜日も開館。年末年始
なんぶdeつみきチャレンジ（偶数月の第２土曜日）な の12/29～1/3を除く。
年末年始（12月29日
ど
※12月25日の開館時間
～1月3日）
※詳しくは、ホームページをご覧ください。
は9:00～18：00
http://www.matsuyama-swwo.jp
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施設の種類

児童館

施設名／場所

松山市畑寺児童館／松山市畑寺4ー8－5

PRポイント、特典内容、ＨＰアドレス

実施期間

定休日

無料…ただし、０歳～１８歳の子ども及びその保護者が
利用する場合に限る。
上記以外の一般利用者の施設利用はできませんので、
月曜日
平成29年11月～平成30
ご留意ください。
※月曜日が祝日にあ
年2月
※幼児（未就学児）は保護者同伴でご利用ください。
たる場合は次の平日
http://www.matsuyama-swwo.jp/jido/ht_gaiyo.html

児童館

松山市久枝児童館／松山市西長戸町638－1

無料…ただし、０歳～１８歳の子ども及びその保護者
が利用する場合に限る。
上記以外の一般利用者の施設利用はできませんので、
ご留意ください。
※幼児（未就学児）は保護者同伴でご利用ください。
http://www.matsuyama-swwo.jp

無料…ただし、０歳～１８歳の子ども及びその保護者
が利用する場合に限る。
上記以外の一般利用者の施設利用はできませんので、
ご留意ください。
※幼児（未就学児）は保護者同伴でご利用ください。
児童館

松山市味生児童館／松山市別府町177－1
【無料イベント】
12月3日（日）こども映画祭
12月9日（土）もちつき大会
http://www.matsuyama-swwo.jp
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月曜日
※月曜日が祝日にあ
平成29年11月～平成30 たる場合は次の平日
年2月
年末年始（12月29日
～1月3日）

月曜日
※月曜日が祝日にあ
平成29年11月～平成30 たる場合は次の平日
年2月
年末年始（12月29日
～1月3日）

施設の種類

博物館

施設名／場所

松山市立子規記念博物館／松山市道後公園130

PRポイント、特典内容、ＨＰアドレス

実施期間

定休日

映画の視聴、閲覧室の利用無料（※常設展の入場は有料）
（１）子規の映画（約20分）見学
（土・日・祝の１回目 10：30～、２回目 13：30～、３回目
15：00～）
平成29年11月～平成30 火曜日及び祝日の翌
（２）閲覧室の利用
年2月
日
（図書資料の利用が可能、ただし閲覧室外への持ち出しは
不可）
http://sikihaku.lesp.co.jp/

月曜休館日
（12/4,11,18,25,1/
（無料施設）
15,22,29,2/5,19,26
平成29年12月～平成30
http://www.city.matsuyama.ehime.jp/shisetsu/bunka/library
）/年末年始休館日
年2月
/chuotosho/chuoutosyokan.html
（12/29～1/3）/館
内整理日
（1/4,1/31,2/28）

図書館

松山市立中央図書館/松山市湊町七丁目5番地
（松山市総合コミュニティセンター内）

図書館

月曜休館日
（12/4,11,18,25,1/
（無料施設）
平成29年12月～平成30 15,22,29,2/5,19,26
松山市立中島図書館/松山市中島大浦2962番地 http://www.city.matsuyama.ehime.jp/shisetsu/bunka/library
年2月
）/年末年始休館日
/nakajimatosho/nakajimatosyokan.html
（12/29～1/3）/振
替休館（1/9,2/13）
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施設の種類

図書館

図書館

児童館

施設名／場所

PRポイント、特典内容、ＨＰアドレス

実施期間

定休日

松山市立北条図書館/松山市河野別府941番地

月曜休館日
（12/4,11,18,25,1/
（無料施設）
15,22,29,2/5,19,26
平成29年12月～平成30
http://www.city.matsuyama.ehime.jp/shisetsu/bunka/library
）/年末年始休館日
年2月
/hojyotosho/hojotosyokan.html
（12/29～1/3）/館
内整理日
（1/4,1/31,2/28）

松山市立三津浜図書館/松山市住吉二丁目4番
12号

月曜休館日
（12/4,11,18,25,1/
（無料施設）
15,22,29,2/5,19,26
平成29年12月～平成30
http://www.city.matsuyama.ehime.jp/shisetsu/bunka/library
）/年末年始休館日
年2月
/mitsuhamatosho/mitsuhamatosyokan.html
（12/29～1/3）/館
内整理日
（1/4,1/31,2/28）

松山市北条児童センター／松山市河野別府937

月曜日
無料…ただし、０歳～１８歳の子ども及びその保護者が
利用する場合に限る。
※月曜日が祝日にあ
平成29年11月～平成30
上記以外の一般利用者の施設利用はできませんので、
たる場合は次の平日
年2月
ご留意ください。
※冬休み期間中の
※12月25日（月）は開館
※幼児（未就学児）は保護者同伴でご利用ください。
12/25（月）に限り
9：00～17：30
開館（9：00～17：
【無料イベント】
30）
12/16（土）もちつき大会
12月16日（土）もちつき大会
実施
年末年始（12月29日
http://www.matsuyama-swwo.jp
～1月3日）
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施設の種類

施設名／場所

PRポイント、特典内容、ＨＰアドレス

実施期間

定休日

ボウリングパック ３ゲーム９９０円 5ゲーム1,500円
団体予約特典有り
ボウリング場

松山中央ボウル/松山市中央１丁目3－20

その他
平成29年11月～平成30
年中無休
子供会やスポーツクラブ等のお子様を対象にした、ご予約 年2月
特典としてボウリングゲーム中のミニゲームを無料で開催
中！（プレゼント有り）
※電話連絡の上、ミニゲーム希望とお伝えください。

（無料施設）
・0歳から就学前までのお子さんと保護者が利用できます。

子育て支援センター

松山保育園地域子育て支援センター/松山市中村
三丁目５－２９

・毎週土曜日と日曜
・毎週月曜日～金曜日
日、年末年始等（各セ
（各センターによって異
ンターによって異なり
https://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/kosodate/bo なります）
ます）
shi/hoikuichiran/chiikikosodatesien.html

リサイクル施設

まつやまRe・再来館／松山市空港通1-1-32

（無料施設）
http://home.e-catv.ne.jp/rikkuru/

子育て支援センター

味生保育園地域子育て支援センター/松山市別府
町166-4

（無料施設）
・0歳から就学前までのお子さんと保護者が利用できます。

火曜日及び年末年始
平成29年11月～平成30
（火曜が祝祭日の場
年2月
合はその翌日）

・毎週土曜日と日曜
・毎週月曜日～金曜日
日、年末年始等（各セ
（各センターによって異
ンターによって異なり
https://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/kosodate/bo なります）
ます）
shi/hoikuichiran/chiikikosodatesien.html
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施設の種類

しごと創造支援拠点

施設名／場所

未・来（ミラクル）Jobまつやま/松山市湊町3丁目4
－6松山銀天街GET!4階

PRポイント、特典内容、ＨＰアドレス

（無料施設）
http://www.mirajob.jp

実施期間

定休日

平成29年11月1日（水） 毎週日曜日、祝祭日
～平成30年2月28日
年末年始（12月29日
（水）
～1月3日）

今治市

プール・体育施設

クアハウス今治/今治市湯ノ浦36番地

右記の実施期間中、「ウォームシェア」参加を宣言された方
へ、料金割引
大人
720円 → 510円
小・中学生
410円 → 310円
幼児
260円 → 210円

火曜日(祝日の場合
平成29年11月1日（水）
は営業）
～平成30年2月28日
11月15日（水）～17日
（水）
（金）館内点検休館有

http://www.k-ispa.server-shared.com/

ショールーム

エネファーム説明会＋快適ライフ体感コース（無料）を期間
内に受けていただくと、台所用洗剤を１本プレゼント。
四国ガスショールーム ガス生活館ピポット今治/
※お一組様１回限り
今治市南大門町2丁目2-4

平成29年11月1日（水）
毎週水曜日、お盆、
～平成30年2月28日
年末年始
（水）

http://pipot.info/

宇和島市
南楽園内 里の家にて「ウォームシェア」参加の宣言をされ
た方限定で、ぜんざい100円割引 【販売価格410円→310
円】
日本庭園

平成29年11月1日（水） なし
日本庭園「南楽園」・里の家／宇和島市津島町近
※入園料が別途必要となります。
から平成30年1月26日 ただし、12/29～1/1
家甲1813
割引期間中の1/7（日）に里の家にて恒例の新春七草がゆ （金）
は休園
の集いを開催します。
http://www.nanreku.jp/
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施設の種類

施設名／場所

PRポイント、特典内容、ＨＰアドレス

実施期間

定休日

八幡浜市

（無料施設）
図書館

八幡浜市立市民図書館／八幡浜市本町60-1
http://www.city.yawatahama.ehime.jp/tosyokan/

月曜日及び図書整理
日（11/1、1/5、2/2）
平成29年11月～平成30 年末年始（12/29～
年2月
1/3）
特別整理期間（11/27
～12/1）

新居浜市

博物館

愛媛県総合科学博物館／新居浜市大生院2133
－2

総合文化施設・
美術館

新居浜市総合文化施設・美術館
あかがねミュージアム/新居浜市坂井町２-8-1

月曜日
ただし第1月曜日は
開館、翌火曜日が休
館。
キャンペーン期間中、総合案内所で「ウォ ーム シェ
祝日及び振替休日に
ア」参加を宣言された方へウォームグッズ（ミニカイ
ロ）をプレゼント。
平成29年12月～平成30年 あたる場合は、直後
2月
の平日が休館
先着100名
年末年始（平成29年
http://www.iyoplan.jp/
12月26日～平成30年
1月1日）
臨時休館 （平成30
年2月14日、15日）

（無料施設）
http://www.akaganemuseum.jp/
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平成29年11月～平成30年 月曜日（祝日の場合
2月
翌平日）

施設の種類

児童館

施設名／場所

PRポイント、特典内容、ＨＰアドレス

（無料施設）
「あそびのひろば」実施
日時：毎週土曜日 14：00～15：00
新居浜市立中央児童センター/新居浜市繁本町8 内容：運動、ゲーム、工作等 （集団で遊びます）
番10号
※行事により「あそびのひろば」がお休みの時があります。

実施期間

定休日

月曜日、祝祭日（月
平成29年11月～平成30
曜日が祝祭日の場合
年2月
はその翌日）

http://www.n-syakyo.jp

児童館

新居浜市立川東児童センター/新居浜市八幡二
丁目10番22号

（無料施設）
①無料イベント「ともだちひろば」
工作やゲームあそびを実施 ※内容はセンターだよりに掲
載。
②無料イベント「クリスマス会」

①無料イベント：毎週土
曜日午後２時から約１時 月曜日、祝祭日（月
間
曜日が祝祭日の場合
②無料イベント：12月3 はその翌日）
日（日）

http://www.n-syakyo.jp

児童館

新居浜市立上部児童センター/新居浜市中萩町
10番13号

（無料施設）
①無料イベント「なかよしひろば」
工作やゲームあそびを実施 ※内容はセンターだよりに掲
載。
②無料イベント「クリスマス会」

①無料イベント：毎週土
曜日午後2時から約1時
間
②無料イベント：12月2
日（土）

月曜日、祝祭日（月
曜日が祝祭日の場合
はその翌日）、年末年
始

http://www.n-syakyo.jp

児童館

新居浜市立瀬戸児童館/新居浜市瀬戸町7番32
号

（無料施設）
①無料イベント「あそびのひろば」
ゲームあそび・昔あそびを実施 ※内容はセンターだより
に掲載。
②無料イベント「クリスマス会」

①無料イベント：毎週土
曜日午後2時から約1時 月曜日、祝祭日（月
間
曜日が祝祭日の場合
②無料イベン：12月9日 はその翌日）
（土）

http://www.n-syakyo.jp

図書館

新居浜市立別子銅山記念図書館/新居浜市北新
町10番1号

（無料施設）
http://www.city.niihama.lg.jp/
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平成29年11月～平成30 月曜日、年末年始、
年2月
館内整理日

施設の種類

施設名／場所

PRポイント、特典内容、ＨＰアドレス

実施期間

定休日

西条市

温泉

湯之谷温泉／西条市洲之内甲1193

①小学生以下無料（小学生以下無料は大人の人数まで）
②ヒノキサウナ
③いい夫婦の日割引（夫婦で温泉利用で１割引）
④いい風呂割引（小学生以下無料は大人の人数まで）
http://yunotani.cside.com

①平成29年11月1日
（水）～平成30年3月26
日（月）
※土日祝・正月三が日
を除く
なし
②平成29年11月3日
（金）、4日（土）、5日
※メンテナンス時の
（日）、11月22日（水）、
み不定休
11月26日（日）
③平成29年11月22日
（水）
④平成29年11月26日
（日）

大洲市

水族館

長高水族館（愛媛県立長浜高等学校）／大洲市
長浜甲480番地１

入場料無料
一般公開日は、第３土
一般公開日には、部員による解説、アクセサリーづくり、パン
曜日のみ
販売、屋外カフェなどのイベントあり
毎月第３土曜日11:00～
15：00
http://nagakoaquarium.wixsite.com/home

伊予市

①ブックカフェ（利用無料）
総合文化施設

ウェルピア伊予/伊予市下三谷1761－1

②わくわくお話会 （無料）
http://welpiaiyo.jp
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①平成29年11月～平成
30年2月
なし
②毎月第3日曜日

施設の種類

施設名／場所

PRポイント、特典内容、ＨＰアドレス

実施期間

定休日

四国中央市

温泉施設

湯けむりスタンプラリー
県内の協賛する温泉施設に設置したチェックポイントで台紙
にスタンプを押印。
・３個以上のスタンプ数でプレゼントへの応募可能
・期間内であれば日程、コースとも自由
平成29年12月9日（土）
霧の森交湯～館/四国中央市新宮町馬立4491－
※応募者の中、抽選で100名様に賞品をプレゼント
～平成30年2月28日
毎週月曜日
1
（パーフェクト賞、湯けむり賞、協賛社賞など）
（水）
参加料：各施設の入浴料
http://kirinomori.jp

（無料施設）
図書館

土居図書館/四国中央市土居町入野939番地
http://www.kaminomachi.or.jp/

図書館

三島図書館/四国中央市三島宮川4丁目8-57

毎週月曜日・月末整
理日・年末年始
平成29年11月～平成30 国民の祝日の翌日
年2月
（祝日が月曜の場合
はその翌日も）・特別
整理期間

平成29年11月１日（水）
～平成30年1月20日
毎週月曜日
（土）

（無料施設）
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施設の種類

施設名／場所

PRポイント、特典内容、ＨＰアドレス

実施期間

定休日

西予市

博物館

愛媛県歴史文化博物館／西予市宇和町卯之町
4-11-2

・月曜日
（祝日及び振替休日
にあたる場合は、火
曜日）
※毎月第1月曜日は
開館、その翌日の火
キャンペーン期間中、「ウォームシェア」参加を宣言された方
曜日（祝日及び振替
先着50名様に「カイロ」をプレゼント
平成29年11月1日～平
休日にあたる場合は
成30年2月28日
その翌日）を休館しま
http://www.i-rekihaku.jp/index.html
す。
・年末年始（12月26日
～1月1日）
・この他必要に応じ休
館する場合がありま
す。

東温市

（無料施設）
図書館

東温市立図書館／東温市見奈良509-3
静かに本が閲覧できます。

平成29年11月～平成30
月末・図書整理期間・
年2月
年末年始
9：00～19：00

久万高原町

（無料施設）
図書館

久万高原町立図書館／上浮穴郡久万高原町久
万1484番地1

毎週月曜日、第三日
平成29年11月～平成30
曜日、国民の祝日、
http://www.town.kumakogen.ehime.jp/culture/tosyo/index.h 年2月
月末整理日
tml
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施設の種類

施設名／場所

PRポイント、特典内容、ＨＰアドレス

実施期間

定休日

松前町

図書館

松前町ふるさとライブラリー/伊予郡松前町筒井
633

（無料施設）
温かい中で
①最新号の新聞や雑誌をソファーでくつろぎながらユックリと
閲覧できます。
②新刊本も含め、10万冊の蔵書から、ご自由に閲覧及び貸
出ができます。（貸出は、松前町、松山市、伊予市に在住及
び松前町在勤の方）
③特別展示コーナーを無料にて閲覧できます。
④おはなし会など各種図書館イベントに無料で参加できま
す。
http://www.masaki-bunka.jp/library/index.html

①②③11月1日～2月28
日
④
●ブックトーク 11月30
日
毎月末（月末が土・
●おはなし会 12月9
日・祝日の場合は、
日、1月20日、2月10日 月内の最終普通日）
各11：00～11：50
●特別展示 各月
●今月の絵本 各月
●古本市 2月24、25日

①
②
③
④

毎週月曜日（月曜日
が祝日の場合は開
平成29年11月～平成30
園）
年2月
年末年始（12月29日
～1月1日）

砥部町

動物園

愛媛県立とべ動物園/伊予郡砥部町上原町240

クリスマスイベント（12月）
お正月イベント（1月）
バレンタインイベント（２月）
カモンスネークハウス（毎週日曜日 13：30～14：00）

http://www.tobezoo.com

１階ロビー展のみ入館無料
文化施設

砥部焼伝統産業会館/伊予郡砥部町大南335番
地

平成29年12月～平成30 月曜日（月曜日が祝
http://www.town.tobe.ehime.jp/site/tobeyakidentosangyoka 年2月
日の場合は翌日）
ikan/densan.html
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施設の種類

施設名／場所

PRポイント、特典内容、ＨＰアドレス

実施期間

定休日

内子町

児童館

（無料施設）
・広いホールでのんびりと自由遊びをすることができます。
毎週日曜日、年末年
平成29年11月～平成30
五十崎児童館/喜多郡内子町五十崎甲1288番地 （乳幼児の遊べるおもちゃもあります）
始（12月29日～1月3
年2月
・図書室には本もたくさんあり、静かな雰囲気の中でゆったり
日）
と読書ができます。

子育て支援センター

内子町子育て支援センター/喜多郡内子町城廻
275-1

平成29年11月～平成30
土曜、日曜、祝日
年2月

（無料施設）

（無料施設）

図書館

内子町図書情報館／喜多郡内子町内子3427番
地

開館時間 午前9時30分～午後6時
※施設内での飲食はできません。
毎週月曜日・月末
平成29年11月1日～平
※施設利用の際は、他の利用者の迷惑となる行為は慎んで
年末年始（12月28日
成30年2月27日
ください。他の利用者の迷惑と考えられる行為があった場合
～1月3日）
は、入館や利用をご遠慮いただく場合がございます。
http://www.town.uchiko.ehime.jp/soshiki/20/library.html

（無料施設）
児童館

内子児童館/喜多郡内子町内子2019番地

平成29年11月～平成30
開館 月～土曜日・祝日 9：00～17：00
日曜日、年末年始
年2月
対象利用者・・・0～18歳の児童及び保護者ほか一般の方も
利用できます。
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