
コース① コース⑤
１０：００～１０：３０ １０：００～１０：３０

１０：４０～１１：１０ １０：４０～１１：１０

１３：００～１３：３０ １３：００～１３：３０

１４：００～１４：３０

コース⑥
休館 東予 休館 小松 休館 丹原 コース② １０：００～１０：２０

１０：００～１０：３０ １０：３０～１１：００

１０：５０～１１：２０ １３：００～１３：３０

１３：００～１３：３０ １４：００～１４：３０

１３：４０～１４：００ １４：４０～１５：１０

休館 東予 休館 小松 休館 丹原

コース③ コース⑦
　９：５０～１０：２０ １０：００～１０：２０

１０：３０～１１：００ １０：３０～１１：００

１１：２０～１１：５０ １１：１０～１１：４０

休館 東予 休館 小松 休館 丹原 １３：５０～１４：２０ １３：１０～１３：４０

１４：３０～１５：００ １４：００～１４：２０

１４：３０～１５：００

コース④
１０：００～１０：４０ コース⑧
１０：５０～１１：２０ 　９：４０～１０：１０

１３：００～１３：３０ １０：２０～１０：５０

１４：００～１４：３０ １３：００～１３：３０

１３：５０～１４：２０

※は７/２０～８/３１まで運休します ＪＡ周桑吉岡支所前 １４：３０～１４：５０

コース⑨
１０：００～１０：３０

１０：４０～１１：１０

１３：００～１３：３０

１４：００～１４：３０

１４：４０～１５：００田野公民館

７月９日（火）

東予北地域交流センター

西条小学校※

西福寺入口

橘小学校※

７月２日・１６日（火）

2019　西条市立西条図書館

玉津団地集会所

千野々バス停前

７月６日（土）

庄内小学校

氷見公民館

運　休

11 12

コース② 夏時間開始

船屋集会所

13

多賀小学校

７月１３日（土）

兎之山集会所

舟形バス停横

伊曽乃神社鳥居前

大郷集会所

20

桜樹公民館

７月１２日（金）
運　休

オレンジハイツグラウンド グループホームまなべ駐車場

神戸小学校※ 飯岡小学校※

７月５日・１９日（金）

７月３日・１７日（水） ７月１０日（水）

ファミリーハイツ北公園 橘公民館

コース③

飯岡西原集会所

5

２０１９

７月 ★移動図書館 「カワセミ号」 巡回カレンダー★ ◆以下の日時と場所におこしいただくとご利用いただけます♪

国安上集会所前

生涯学習の館※

6

日 月 火 水 木 金 土

コース⑧ コース⑨ コース① コース②

1 2 3 4

7 8 9 10

17 18 19

コース⑥

コース⑧ コース⑨ コース①

運　休

運　休

運　休 コース④ コース⑤

運　休

14 15　海の日 16

志川集会所

中川公民館

壬生川小学校※

市民の森入口分岐点

グリーンハイツグラウンド

庄内公民館

７月１日・１５日（月）

大谷西

飯岡戻川集会所

禎瑞小学校

田滝小学校※

徳田公民館

楠河公民館

玉津小学校※
コース⑦

周布小学校

吉井公民館

☆西条市立西条図書館    

（移動図書館 カワセミ号）  

〒７９３－００３０   

西条市大町１５９０ 

 開館時間 ９：００ ～ ２２：００  

電話番号 ０８９７－５６－２６６８ 

 ＦＡＸ番号 ０８９７－５６－３１８８  

●東予図書館  

電話番号 ０８９８－６５－４７９７  

○丹原図書館  

電話番号 ０８９８－６８－８７１１  

◆小松温芳図書館  

電話番号 ０８９８－７２－５６３４  

★ 午後の気温が最も高くなる時間を避けるため、今年は７月２０日より   

   短縮運行スケジュールで巡回します。巡回曜日・時間の確認をお願 

   いいたします。 

★ ９月まで運休となる箇所がありますのご注意ください。 
 

★ 気温の高い日は無理なご来館は避け、西条図書館までご連絡下さい。  

★ 台風などで西条市に大雨・洪水・暴風の警報が発令された時は、 

  臨時運休いたしますので、 ご注意下さい。 



コース① コース⑤
　９：５０～１０：１０ １０：００～１０：２０

１０：３０～１０：５０ １０：３０～１０：５０

１１：００～１１：２０ １１：１０～１１：３０

１１：４０～１２：００

コース②
休館 東予 休館 小松 休館 丹原 コース⑥

　９：５０～１０：１０

１０：３０～１０：５０ １０：５０～１１：１０

１１：１０～１１：３０ １１：３０～１１：５０

１１：４０～１２：００

休館 東予 休館 小松 休館 丹原

コース③ コース⑦
１０：００～１０：２０ 　９：５０～１０：１０

１０：３０～１０：５０ １０：３０～１０：５０

１１：００～１１：２０ １１：００～１１：２０

休館 東予 休館 全４館 休館 丹原 １１：４０～１２：００ １１：３０～１１：５０

コース④ コース⑧
１０：００～１０：２０ １０：３０～１０：５０

１０：３０～１０：５０ １１：００～１１：２０

１１：１０～１１：３０ ＪＡ周桑吉岡支所前 １１：３０～１１：５０

１１：４０～１２：００

コース⑨
１０：００～１０：２０

１０：４０～１１：００

１１：１０～１１：３０

１１：４０～１２：００

14

運　休
通常運行
コース⑧

通常運行
コース⑨

通常運行
コース①

・８月★移動図書館 「カワセミ号」 巡回カレンダー★

通常運行
コース②

15　海の日 16 17 18 19 20

2019　西条市立西条図書館

田野公民館

大谷西

西福寺入口

玉津団地集会所

運　休 運　休 コース④

21 22 23 24 25 26 27

市民の森入口分岐点

東予北地域交流センター

船屋集会所

28 29

コース⑤ 運　休 コース⑥ コース⑦

運　休 コース⑧ コース⑨ 運　休

30 31 8/1 2 3

禎瑞小学校

７月２７日（土）

徳田公民館

多賀小学校

志川集会所

中川公民館

運　休 コース② コース③
庄内小学校

兎之山集会所

周布小学校

伊曽乃神社鳥居前

飯岡戻川集会所

７月２０日・８月３日（土）

楠河公民館

千野々バス停前

グリーンハイツグラウンド

庄内公民館

７月２９日（月）

７月３０日（火）

桜樹公民館

ファミリーハイツ北公園

橘公民館
グループホームまなべ駐車場

運　休 コース③

国安上集会所前

７月２６日（金）

７月２３日（火）

吉井公民館

大郷集会所

「氷見公民館」は「グループホームまなべ駐車場」
と統合しました。コース⑤をご利用ください。

舟形バス停横

２０１９

７月 ◆以下の日時と場所におこしいただくとご利用いただけます♪

日 月 火 水 木 金 土
次回は８月１４日（水） ７月２４日（水）

飯岡西原集会所

８月２日（金）

オレンジハイツグラウンド

☆西条市立西条図書館    

（移動図書館 カワセミ号）  

〒７９３－００３０   

西条市大町１５９０ 

 開館時間 ９：００ ～ ２２：００  

電話番号 ０８９７－５６－２６６８ 

 ＦＡＸ番号 ０８９７－５６－３１８８  

●東予図書館  

電話番号 ０８９８－６５－４７９７  

○丹原図書館  

電話番号 ０８９８－６８－８７１１  

◆小松温芳図書館  

電話番号 ０８９８－７２－５６３４  

★ 午後の気温が最も高くなる時間を避けるため、今年は７月２０日より   

   短縮運行スケジュールで巡回します。巡回曜日・時間の確認をお願 

   いいたします。 

★ ９月まで運休となる箇所がありますのご注意ください。 
 

★ 気温の高い日は無理なご来館は避け、西条図書館までご連絡下さい。  

★ 台風などで西条市に大雨・洪水・暴風の警報が発令された時は、 

  臨時運休いたしますので、 ご注意下さい。 


