
えひめイベントBOX94

祭 祭事・伝統行事 花イベント スポーツイベント学習イベント▼区分別アイコンの説明

６
月

イイ トト
カカ レレ ンンダダーー
ンンベベ

月6
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東
予
／
中
予

市町名 開催日 イベント名 区分 ①会場　②問い合わせ先 内容

東
　
　
　
　
予

四国中央市
6/5（日）
（予定）

霧の森お茶まつり
❶霧の森周辺
❷霧の森
☎0896（7７）８６６６

お茶の産地である新宮を代表するイベントのひとつ。
新茶をはじめ、特産品の販売やバザーのほか、茶摘
体験や手もみ茶の実演などがあります。

【前年開催日：6/7】

四国中央市
6/26（日）
（予定）

新宮あじさい祭り
❶新宮町上山、中野地区　Ｒ８６9号沿い
❷四国中央市観光交流課
☎0896（７8）6６87

９haに７万株の紫陽花が咲き誇る「あじさいの里」周
辺で開催されます。名物である「あじさい見団子」
をはじめ新宮茶や地元でとれた新鮮野菜の販売など
があります。また、山菜うどん、アメゴの塩焼きな
どのバザーも盛りだくさんです。

【前年開催日：6/７8】

新居浜市
6/1（水）～
6/30（木）

2017カレンダー写真
コンテスト作品募集

❶（一社）新居浜市観光協会
❷（一社）新居浜市観光協会
☎0897（８７）９0７8
hががp://niihama３info/

四季折々の風景・行事・祭・建物など、郷土新居浜
をPRできる作品を募集いたします。入賞作品の中か
ら、７0６7カレンダー「新居浜の四季」を作成、販売
いたします。

新居浜市
6/4（土）
（予定）

中萩ホタル祭り
❶中萩小学校南側自然園
❷中萩公民館
☎0897（９６）67８5

前年に放流した蛍が飛び交う時期に合わせて、ホタ
ル祭りを開催し、蛍の飛び交う幻想的な風景を楽し
み、地域住民の交流を図ります。【前年開催日：6/6】

新居浜市 6月上旬 ほたる祭り
❶稲荷山公園大生院ほたるの里
❷夢遊友うずい
☎080（８９７９）6957

日常の喧騒を離れ、暗闇の中で優しく光るホタルを
鑑賞することができます。バザー等あります。

新居浜市
6月上旬～

7月中旬の土曜日
喜光地商店街土曜夜市

❶喜光地商店街
❷喜光地商栄会
☎0897（９６）5９７0

商店街のアーケード内に出店が立ち並びます。名物
のうなぎつかみ大会やゲームコーナーなど楽しいイ
ベントが盛りだくさんです。

新居浜市 6/12（日）池田池菖蒲まつり
❶池田池公園
❷船木公民館
☎0897（９６）600８

６万5千株の菖蒲が色鮮やかに咲き誇り、バザーやフ
リーマーケットが開催され、子ども太鼓も出場しま
す。

今治市 6/5（日）スポレクなみかた
❶波方公園
❷今治市波方地域教育課
☎0898（９６）7６６６

地区対抗で行う軽スポーツ大会で、生涯スポーツと
して誰でも気軽に参加できる種目をたくさん採用し
ています。

今治市
6/9（木）

（旧暦5/5）
大山祇神社御田植祭 祭

❶大三島町・大山祇神社
❷大山祇神社
☎0897（8７）00８７

島内６８地区から選ばれた６6名の早乙女が白衣に赤
襷、手甲脚絆の清廉な装いで御田植えを奉仕します。
また、大祭には一力山が目に見えない稲の精霊と相
撲をとる一人角力（ひとりずもう）が奉納されます。
この一人角力は現在、愛媛県の無形民俗文化財に指
定されています。

今治市
6月末～

8月中旬の土曜日
（予定）

土曜夜市 祭
❶今治商店街
❷今治商店街協同組合
☎0898（８７）0６７７

50年あまり続いている恒例の夜市です。商店街には
屋台が並び、特設ステージでは各種イベントが行わ
れ、人で溢れ賑わいを見せます。

【前年度開催日：6/７7 ～ 8/8】

今治市
6月

（予定）
虫送り 祭

❶伯方町・善福寺
❷善福寺
☎0897（7８）0６5７

農休み前の伝統行事で、豊作と病害虫の防除を祈願
します。麦藁などで作られた船（豊年丸）に五穀や
野菜類・畑から捕らえてきた青虫や夜盗虫などを乗
せ、海に流します。【前年度開催日：6/７7】

中
　
　
　
　
予

松山市
6/5（日）

（予定）
まつやま水道フェスタ
2016

❶松山市総合コミュニティセンターこども館（予定）
❷松山市公営企業局水道サービス課
☎089（998）9885
hががp://くくく３ciがけ３maがかきけama３ehime３jp/
kきおaかhi/kきおaかhi/joかきido/pお/index３hがml

水道事業に対する理解と水道の大切さを再認識して
もらうことを目的に、親しみやすい参加・体験型の
イベントを開催します。

松山市
6月上旬
（予定）

四国・埋蔵文化財セン
ター巡回展「戦国時代
の四国－伊予編－」
講演会②

❶松山市考古館
❷松山市考古館
☎089（9７８）8777
hががp://くくく３cきl２かpo３oお３jp/koきkokan

展示品を深く理解するための講演です。

松山市
6月上旬
（予定）

第6回スポーツ＆タグラ
グビーチャレンジ 
in 風早

❶北条スポーツセンター
❷（公財）松山市文化・スポーツ振興財団
　市民スポーツ振興課
☎089（909）6６5９

タグラグビー教室や交流戦を中心にスポーツテスト
など誰でも参加できるスポーツイベントです。

松山市

6/18（土）、6/25（土）、
7/2（土）、7/9（土）、

7/16（土）、7/23（土）、
7/30（土）

松山まつり協賛　
松山中央商店街　
土曜夜市

祭
❶中央商店街（まつちかタウン、銀天街、大街道） 
❷松山中央商店街連合会　
☎089２998２８5８８（㈱まちづくり松山内）

松山市にとって夏の風物詩である「土曜夜市」。様々
な屋台が立ち並び、商店街の各地で催し物も開催さ
れます。

松山市 6/19（日）

第19回「俳句甲子園」
全国高等学校
俳句選手権大会

（地方大会）

❶大街道商店街
❷NPO法人俳句甲子園実行委員会
☎089（9９８）６5６７
hががp://くくく３haikきkoきかhien３com/

毎年8月に俳都松山で開催する全国大会に向けて行
う地方大会（松山会場）。全国大会の出場権をかけて、
高校生が熱い言葉のバトルを繰り広げます。

松山市
6月中旬～

8月上旬（全８回）
（予定）

ゴスペル教室
（第１期）

❶松山市民会館リハーサル室
❷松山市民会館
☎089（9８６）8６8６

呼吸・発声・発音等の基礎を身につけながら、ゴス
ペル特有のハーモニーや大勢で歌う醍醐味を体感し
ます。最終回では練習成果の発表としてミニ・コン
サート等を行います。

松山市 6/26（日） 地域力パワーアップ大会
❶松山大学カルフールホール
❷松山市市民参画まちづくり課
☎089（9９8）696８

まちづくり協議会の取組をわかりやすく紹介し、地
域のまちづくりについて考える機会とします。
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イベントカレンダーBOX 95

産業まつり・

食イベント
サマーフェスティバル

音楽・芸術文化

イベント

地域おこし

イベント
ボランティア

６
月

イイ トト
カカ レレ ンンダダーー
ンンベベ

月6
June

中
予
／
南
予

市町名 開催日 イベント名 区分 ①会場　②問い合わせ先 内容

中
　
　
　
　
予

松山市
6月

（予定）

星の音楽会
～幼児と楽しむ
　　クラシック～

❶松山市総合コミュニティセンター
　（コスモシアター）
❷（公財）松山市文化・スポーツ振興財団
　市民文化振興課　
☎089（909）6６5８

乳幼児期に親子等で良質な音楽にふれる機会を提供
します。

松前町
6/4（土）

（予定）
郷土を美しくする清掃

❶塩屋・北黒田海岸ほか
❷松前町町民課
☎089（985）９６６7

昭和９5年から続く町内一斉の清掃活動。多数の参加
者が町内各所に分かれ実施します。

伊予市
6/4（土）

（予定）

第30回
「ほたるの里 ふたみ」
ほたる祭り

❶双海町・翠小学校グラウンド
　（雨天時：同体育館）
❷伊予市観光協会双海支部
☎089（99９）585７
hががp://iけokankoき３jｐ/

県内最古の現役木造校舎として知られる「翠小学校」
を主会場とし、地元住民らによるバザー「ほたる市」
や、ちょうちんの明かりで楽しむほたる観賞会が行
われます。クライマックスには子どもたちがメッセー
ジ付きの手紙を飛ばし、地域外の方の来訪を呼びか
けます。

伊予市
6月第1・2・3
土曜日（予定）

伊予市
ふれあい土曜夜市

❶伊予市商店街
❷伊予市商業協同組合（㈱まちづくり郡中内）
☎089（9９6）7７９5

商店街に色々な夜店が立ち並ぶほか、バザーやミニ
ビアガーデンなどが開かれます。夏の到来を待ちわ
びて、ひと足早く夏を感じさせてくれるイベント。（予
定）

伊予市
6/11（土）

（予定）
第28回
伊予中山ホタルまつり

❶中山町内
❷伊予市観光協会中山支部
☎089（99９）585７
hががp://iけokankoき３jｐ/

蛍の観賞会や生態教室、音楽会、ふれあい夜市等を
開催し、蛍の生態系保護や河川環境の保全をアピー
ルするものです。

伊予市
6月下旬
（予定）

唐川びわ祭り
❶伊予市・唐川コミュニティセンター
❷唐川びわ祭り実行委員会（大平地区公民館内）
☎089（98７）0６7６

びわの試食、直売やびわ葉茶の直売。びわの種とば
し大会や、各種ゲームが行われます。地元住民との
交流が楽しめます。

砥部町
6月中旬
（予定）

峡の館ふる郷まつり
❶道の駅ひろた「峡の館」周辺
❷道の駅ひろた「峡の館」
☎089（969）７070

ホタル観賞会、景品付きもちまき、子供向けのゲーム、
各種バザーなどを行います。（予定）

【前年開催日：6/７６】

南
　
　
　
　
予

大洲市
6/1（水）～
6/15（水）

ほたる・しょうぶまつり

❶ 大洲市・新谷（矢落川沿いしょうぶ園）、
　柳沢（矢落川上流）
❷大洲市観光協会　☎089８（７９）７66９
hががp://くくく３ooげきkankoき３jp/

新谷のしょうぶ園では、約8１000株のしょうぶが咲き
競い、矢落川上流ではゲンジボタルが乱舞します。

大洲市
6/4（土）
（予定）

鹿野川湖
カヌー競技大会

❶大洲市肱川町・鹿野川湖漕艇場
❷大洲市肱川支所地域振興課
☎089８（８９）７８６６

カヌー競技を通じて森と湖に集い、交流を深め、自
然の良さを体感するとともに地域の味と温泉も楽し
めます。

大洲市
6/5（日）
（予定）

鹿野川湖テニス大会
❶肱川風の博物館・歌麿館
❷肱川風の博物館・歌麿館
☎089８（８９）７６8６

男子・女子各ダブルス（先着９8ペア）の参加による
テニス大会を通じて交流を図るとともに、鹿野川湖
畔の新緑も楽しめます。 

大洲市 6月上旬の日曜日 櫛生しょうぶ祭り
❶大洲市長浜町櫛生・櫛生福祉センター
❷大洲市櫛生公民館
☎089８（5８）0６0６

しょうぶ園に約６万本の花が咲き、色とりどりの花が
咲き乱れます。その他バザー、とれたて鮮魚販売、
釣り堀大会などイベント内容も盛りだくさんです。

大洲市
6/19（日）
（予定）

第22回どろんこ
ミニバレー大会

❶大洲市柴・白滝公民館柴分館前の水田
❷大洲市白滝公民館
☎089８（5９）0８0６

水田の中で、泥だらけになりながらバレーボールの
熱戦が繰り広げられます。

大洲市 6月中旬
親子米づくり体験
田植え体験

❶大洲市東大洲・オズグリーン裏水田
❷大洲市農林水産課
☎089８（７９）７６６６

田植え体験をすることによって、食料や農業につい
ての理解や関心を深めることを目的とし、手で田植
えをして頂きます。また参加者には、主催者の大洲
市青年農業者協議会等から、野菜等のプレゼントが
あります。

大洲市
6/30（木）

締切
春の鹿野川湖
フォトコンテスト

❶大洲市肱川町
❷大洲市肱川支所地域振興課
☎089８（８９）７８６６

肱川町の風景及び諸行事をテーマにしたフォトコン
テストを開催します。

西予市
6月下旬の
日曜日

実盛送り 祭
❶城川町魚成
❷西予市観光協会城川支部
☎089９（8７）６６６6

五穀豊穣・害虫退散を祈願する「虫送り」の行事で、
江戸時代から全国の農村で長く伝承されてきました。

宇和島市
6/4（土）・
6/5（日）

宇和島Hawaiian
フェスティバル2016
～笑顔のために～

❶道の駅みなとオアシスうわじま　きさいや広場
❷宇和島Haくaiianフェスティバル実行委員会

ホノルル市と姉妹都市である宇和島市で、ハワイの
文化であるフラ、ハワイアンバンドの演奏を行い、
ハワイの雰囲気を感じてもらうイベントです。

宇和島市
6月上旬～
9月上旬
（予定）

薬師谷渓谷
そうめん流し

❶宇和島市・薬師谷岩戸橋元
❷宇和島市観光協会
☎0895（７７）８9８９
hががp://くくく３きくajima３oおg/

せせらぎを聴きながらのそうめん流しは涼味満点で
す。大人600円、小学生９00円、幼児６50円。

宇和島市 6/12（日）
宇和島海の恋人まつり
2016

❶宇和島市・きさいやロード
❷海の恋人まつり実行委員会

海の恋人「真珠」をテーマに、おいしいフードメ
ニュー・エステ体験が商店街に集合！パール王子・
パールプリンセスコンテストやパール婚式などたく
さんのステージイベントも開催します。

宇和島市
6/18（土）～
8/21（日）

第24回南楽園
全国風りんまつり

❶津島町・南楽園
❷南楽園　☎0895（８７）８８９９
hががp://くくく３nanおekき３jp/
nanおekき@nanおekき３jp

北は北海道から南は沖縄県まで全国９7都道府県から
500種類８１000点の風りんを展示販売します。また
世界６6カ国から集めた世界の風りん展も同時開催し
ます。
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えひめイベントBOX96

祭 祭事・伝統行事 花イベント スポーツイベント学習イベント▼区分別アイコンの説明

６
月

イイ トト
カカ レレ ンンダダーー
ンンベベ

月6
June

南
予
／
愛
媛
県

市町名 開催日 イベント名 区分 ①会場　②問い合わせ先 内容

南
　
　
　
予

宇和島市 6/26（日）
さかなが好き2016wiがh
日本さかな検定（仮称）

❶道の駅みなとオアシスうわじま　きさいや広場
❷宇和島市水産課
☎0895（７９）６６６６

水産業の盛んな宇和島市の魚食をPRし、南予のブラ
ンド化を目的に、南予博の地域コアイベントとして、
日本さかな検定試験の開催を誘致するとともに、水
産業やお魚に関するイベントを開催します。

鬼北町
6月下旬～
8/31（水）
（予定）

安森洞そうめん流し

❶鬼北町小松・安森鍾乳洞ロマン亭
❷安森鍾乳洞保存会
☎0895（９8）08８0
そうめん流し期間中のみ
hががp://くくく３がoくn３kihokき３ehime３jp/かiがe/
kanko２e/８３hがml

鍾乳洞から湧き出る冷水を利用したそうめん流し
で、たくさんの薬味と特製の「香り酢」で夏の涼味
が満喫できます。料金も大人600円、小人８00円、
幼児７00円で食べ放題とおトク！併設の釣堀ではニ
ジマス釣りが楽しめ、獲れたての川魚の塩焼きも味
わうことができます。また、そうめん流し期間中に
限り、洞窟内の探索ができます。

松野町 6月上旬 蛍の畦道ライトアップ

❶松野町目黒地区
❷松野町目黒地区公民館
☎0895（９７）６６６8
hががp://くくく３がoくn３maがかきno３ehime３jp

目黒地区の田んぼの畦道を手づくりの灯篭でライト
アップし、蛍の乱舞を観賞するイベント。各種催し
やバザー等も開催されます。

【前年開催日：5/８0】

松野町 6月第1日曜日 延野々虫おくり 祭

❶松野町延野々地区
❷松野町教育委員会
☎0895（９７）６６６8
hががp://くくく３がoくn３maがかきno３ehime３jp

太鼓や鉦の音とともに、子どもたちがたいまつを持っ
て五穀豊穣を願い虫おくりをします。

【前年開催日：6/ ７】

愛南町 6/4（土）
愛南町いやしの郷
トライアスロン大会

❶西海地域（船越地区～旧有料道路～外泊地区）
❷大会実行委員会（愛南町教育委員会生涯学習課）
☎0895（7８）６６６６

スイム６３5km、バイク９0km、ラン６0kmで、日本ト
ライアスロン連合加盟競技団体公認レースとなって
います。

愛
　
媛
　
県

砥部町
6/4（土）

（予定）
歯の衛生週間行事

❶とべ動物園
❷とべ動物園
☎089（96７）6000
hががp://くくく３がobeげoo３com/

歯の衛生週間にちなんで動物の歯磨きを行い、口腔
衛生に対する関心を高めるため実施します。【前年開
催日：6/９】

松山市 6/4（土） 湯築市

❶道後公園
❷湯築城資料館　☎089（9９６）６９80
hががp://くくく３dogokoきen３jp
info@dogokoきen３jp

道後公園内で地域・地区の名産品等の販売等を通じ
て道後地区の活性化と連携を図っていきます。

砥部町 6月上旬
アフリカゾウ 「砥愛」
誕生会

❶とべ動物園
❷とべ動物園
☎089（96７）6000
hががp://くくく３がobeげoo３com/

とべ動物園のアイドルであるアフリカゾウ「砥愛」の
８歳の誕生日を祝います。【前年開催日：5/８６】

松山市 6月上旬
第６６回愛媛県障害者ス
ポーツ大会（ボウリング）

❶未定
❷愛媛県障害福祉課
☎089（9６７）７９７８

県内在住の身体・知的障害者を対象にしたスポーツ
競技大会。（ボウリング競技は知的障害者のみ。）

松山市
６/１１（土） ～

７/１８（月・祝）
県埋蔵文化財センター
共同企画展

❶松山市・愛媛県生涯学習センター
❷愛媛県生涯学習センター　
☎０８９（９６３）２１１１

生涯学習センターと（公財）愛媛県埋蔵文化財セン
ターが共同で企画展を開催します。

松山市 6/７６（火）
男女共同参画社会づくり
推進県民大会

❶ひめぎんホールサブホール
❷愛媛県男女参画・県民協働課
☎089（9６７）７８８７

男女共同参画についてより理解を深めていただける
よう、パートナー・ウィークえひめ期間中に講演会
等を開催します。

松山市
6月～ 7月

（予定）
研究成果発表会

❶テクノプラザ愛媛（松山市）ほか
❷愛媛県産業技術研究所
☎089（976）76６７

産業技術研究所の平成７7年度の試験研究成果につ
いて企業、県民を対象に概要説明や展示を行います。

【前年開催日：6/5、8、６8、６9】
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