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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

８
月

イイ トト
カカ レレ ンンダダーー
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東
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
8/6（土）

（予定）
湖水まつり

❶四国中央市・嶺南地域
❷四国中央市水道局
☎0896（28）6451

バザー、花火大会ほかが催されます。
【前年開催日：8４1】

四国中央市 8/7（日）

全国高等学校書道
パフォーマンス選手権
大会（書道パフォーマ
ンス甲子園）

❶伊予三島運動公園体育館
❷書道パフォーマンス甲子園実行委員会事務局
☎0896（28）6037

映画「書道ガールズ！！わたしたちの甲子園」でも話
題となった「書道パフォーマンス甲子園」が今年も
開催されます。全国の高校書道部員たちが趣向を凝
らし、大きな紙に音楽にあわせて揮毫します。

【前年開催日：7４26】

四国中央市 8/15（月）
四国中央市
土居夏まつり

❶土居町・ふるさと広場（関川河川敷）
❷四国中央市土居夏まつり実行委員会
☎0896（74）8825

各地域連が、土居音頭の競演を行います。また夏の
夜空を彩る花火大会は人気が高く、情緒豊かな涼を
求めて、多くの人で賑わいます。

四国中央市
8月中旬～下旬の

日曜日
翠波高原コスモス祭

❶翠波高原
❷四国中央市観光交流課
☎0896（28）6187

見ごろのコスモス園を背景に、音楽ライブやバザー
などのイベントを開催します。

【前年開催日：8４23】

四国中央市 8/28（日） 鐘おどり 祭
❶西庄、大西神社
❷鐘おどり保存会
☎0896（72）2626

300年余りの歴史をもつ念仏おどり。郷土伝統芸能
として昭和43年愛媛県無形民俗文化財に指定され、
町外からも多くの見物客が訪れます。

新居浜市 8/7（日）
池田池ラジオ体操と
お池をかこむ会

❶池田池公園
❷船木公民館
☎0897（41）6003

池田池の太鼓寄せ広場に集まり、みんなでラジオ体
操をし、池田池を一周歩きます。

愛媛県
新居浜市

8/13（土）～
8/15（月）

県総合科学博物館
「夏だ！おもしろ実験まつり」

❶愛媛県総合科学博物館
❷愛媛県総合科学博物館
☎0897（40）4100
hががp:４４くくく３i２kahakき３jp４
kikakき@i２kahakき３jp

屋外で行う大迫力の「巨大実験ショー」や、気軽に
参加できる「チャレンジ！プチ科学工作」など、楽し
く科学を体験できます。

新居浜市 8/14（日） 神郷校区夏祭り 祭
❶神郷小学校
❷神郷公民館
☎0897（46）1181

オープニングでは川東中学校吹奏楽部の演奏やチア
ダンス等があります。また各自治会、各種団体によ
る出店等があり大変賑わいます。後半にはやぐらの
周りで老若男女が集って盆踊りを踊ります。

新居浜市 8/14（日） 大島夏まつり 祭
❶大島診療所南広場
❷大島交流センター
☎0897（45）1006

大島伝統行事「念仏踊り」を継承していくためと住
民同士の交流の場を提供するために実施します。

新居浜市 8/14（日） 金栄盆踊り 祭
❶金栄公民館
❷金栄公民館
☎0897（33）3212

かき氷・綿菓子などのバザーを用意しています。ま
た盆踊りの最後には抽選会を行います。子どもから
お年寄りまでお楽しみいただける行事の一つです。

新居浜市 8/15（月） 船木ふるさと夏まつり 祭
❶船木小学校グラウンド
❷船木公民館
☎0897（41）6003

地元の太鼓台が出場し、夏まつりを盛り上げます。

新居浜市
8/20（土）

（予定）
星原市２０１6 祭

❶星の宮神社子ども広場
❷泉川公民館
☎0897（41）6463

ふるさとづくりの一環として、神社境内で盛大に各
種団体による『市』が開かれ、餅なげやすもう大会
も開催されます。【前年開催日：8４23】

新居浜市 8月中旬 鹿の子百合まつり

❶マイントピア別子園内
❷マイントピア別子　
☎0897（43）1801
hががp:４４くくく３beかかhi３com４

白と赤色の斑点の模様が美しい、大変珍しい百合の
花です。園地に約4１000株の鹿の子百合が咲き誇り
ます。

新居浜市 8/21（日）
サマーフェスティバル
in マイントピア別子

❶マイントピア別子
❷（一社）新居浜市観光協会
☎0897（32）4028
hががp:４４niihama３info４

キャラクターショーやミニウォータースライダー、
ゲーム大会などが開催され、楽しい夏休みの思い出
づくりにご家族でお楽しみください。

新居浜市
8月

（予定）
あかがねロックフェス
ティバル２０１６

❶あかがねミュージアム多目的ホール
❷あかがねミュージアム
☎0897（31）0305
hががp:４４くくく３akaganemきかeきm３jp４

あかがねミュージアムのステージで、新居浜市出身
のバンドなどによるロックフェスを開催します。

【前年開催日：8４22】

西条市
8/5（金）～

8/7（日）
第36回
丹原七夕夏まつり

❶丹原商店街
❷西条市丹原総合支所総務課
☎0898（68）7300
hががp:４４くくく３ciがけ３かaijo３ehime３jp４
kanko@かaijo２ciがけ３jp

県内随一との呼び声が高い七夕飾りは、約１００本の
大小さまざまな趣向をこらした笹飾りを約１㎞の商
店街に軒先からつるしています。まつりの３日間は各
種イベントも開かれたり、模擬店、露店などが出店
しています。特に夜間はライトアップされた風情の
ある見事な飾りが来場者を迎えてくれます。

西条市
8/15（月）

（予定）
田滝地区お簾踊り 祭

❶丹原町・田滝地区（小学校校庭）
❷徳田公民館
☎0898（68）7027

高縄山系の中腹にある黒滝神社に奉納される雨乞い
の踊りで、400年以上の歴史があります。

西条市 8/17（水） 市民納涼花火大会

❶加茂川中堤防
❷西条市観光協会　
☎0897（56）2605
hががp:４４くくく３かaijo２imadoki３jp４

天正13年に豊臣秀吉の四国征伐の際に戦死した禎祥
寺の林瑞和尚や、地元の豪族の霊を慰めた送り火を
受け継いだ行事です。花火の打ち上げ数は約2１000
発です。

西条市
8月中旬～
10月上旬

いもたき
❶加茂川（トリム公園）
❷西条いもたき実行委員会
☎0897（53）3167

西条特産のいもを、加茂川の清流と青石の川原の中、
名月の下で味わいます。
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産業まつり・
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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

西条市
8月下旬
（予定）

夏彩祭2016
（なつさいさい）

❶伊予銀行壬生川支店前大通り
❷夏彩祭実行委員会
☎0898（64）5000
hががpか:４４ja２jp３facebook３com４naがかきかaiかai

丸太切り競争、キャラクターショー、ダンス夏彩祭
などを行い、餅なげ、祝太鼓実演などのステージプ
ログラム。そして夜にはメインのダンス夏彩祭コン
テストが催されます。【前年開催日：8４23】

西条市
8月下旬～
10月上旬

（予定）
中山川いもたき

❶中山川河川敷
❷中山川いもたき実行委員会
☎080（3924）6468

川のせせらぎを聞きながら秋の夜に、実行委員会手
作りのいもたき鍋を囲みます。雨でも吉田橋下なら
OK！

今治市
8/6（土）・

8/7（日）
今治市民のまつり

「おんまく」

❶中心市街地
❷今治市民のまつり振興会
☎0898（23）3939
hががp:４４くくく３onmakき３jp４

今治地方伝統芸能の継獅子、ダンスバリサイ、木山・
今治お祭り音頭、総連流し、しまなみ海道太鼓競演
など、盛りだくさんのイベントが開催されます。
最終日には中四国最大級の「おんまく花火」が開催
され、夏の夜空を彩ります。

今治市
8月上旬
（予定）

能島水軍弓道大会
❶宮窪町石文化運動公園
❷大島弓友会
☎0897（86）2456

戦国時代に瀬戸内海で活躍していた『能島水軍（村
上海賊）』の勇姿に思いをはせ、日頃鍛えた技を競い
合う遠的競技の大会です。距離は約60ｍ、高校、一
般の部、また団体戦、個人戦で行われ、気軽に参加
できる大会です。【前年度開催日：8４9】

今治市 8/13（土）
あさくらサマーフェスタ
2016

❶朝倉中学校第2グラウンド
❷今治市朝倉地域教育課
☎0898（56）2024

各種バザー、各団体による踊り、地域の伝統芸能継
ぎ獅子、盆踊りと太鼓の競演、花火大会等が行われ
ます。

今治市
8/13（土）

（予定）
ザ・BON・フェスタ

❶玉川総合公園運動場多目的広場
❷玉川地域教育課内たまがわ夏まつり実行委員会
☎0898（55）2701

グループを組んで自由な衣装で踊りの腕を競う『連』
コンテストや誰もが参加できる盆踊りが行われ、フィ
ナーレでは多種多様な花火が打ち上げられ、夜空を
飾ります。

今治市
8/13（土）

（予定）
はかた夏まつり

❶はかたS・Cパーク
❷今治市伯方支所産業建設課
☎0897（72）1500

夜店が出て、子供や浴衣姿の人たちで賑わいます。
夕暮れ時からは、コンサート、フラダンスに始まり、
喜多浦八幡子供太鼓など、郷土芸能の披露と続きま
す。フィナーレは、夏の夜空を飾る花火大会で締め
くくります。

今治市
8/15（月）

（予定）

やったるDAY！
in よしうみ

（盆踊り・花火大会）

❶よしうみバラ公園周辺
❷今治市吉海地域教育課
☎0897（84）2111

市民はもとより、都会からお盆に帰省した地域の出
身者とともに、夕暮れ時から吉海小唄を中心とした
盆踊りや、歌謡ショー、郷土芸能の披露など各種イ
ベントを開催し、最後に花火大会を実施します。

今治市
8/15（月）

（予定）
きくま軟式野球大会

❶緑の広場公園運動場
❷菊間公民館
☎0898（54）5310

町内在住、出身者のチームによる恒例の野球大会で
す。

今治市
8/27（土）・

8/28（日）
（予定）

今治ジャズタウン
❶テクスポート今治ほか市内各所
❷今治ジャズタウン実行委員会
hががp:４４くくく３jaげげがoくn３jp４

市民が企画するジャズフェスティバルです。国内トッ
ププロによるステージ演奏のほか、無料ライブや高
校生によるジャズ甲子園を実施しています。

【前年度開催日：8４22・23】

今治市
8月最終土曜日

（予定）
大人の夜市 ｉｎ 寺町

❶寺町周辺
❷今治にぎわいフォーラム
☎0898（22）0756

歴史ある寺町の11か寺を舞台に音楽ライブ、落語、
写経、座禅など様々なイベントを展開します。

上島町
8/6（土）

（予定）
第31回
かみじまふるさと夜市

❶弓削島：弓削港周辺
❷上島町商工会　
☎0897（75）3074
hががp:４４くくく３がoくn３kamijima３lg３jp４

商工会をはじめとする団体や有志による夜市で、コ
ンサートや大抽選会等のイベントがあり、周辺で特
産品の即売が行われます。また、夜市のフィナーレ
には、間近に見る迫力満点な花火が打ち上げられま
す。

上島町
8/7（日）

（予定）

第19回
ゆげシーサイド
フェスティバル

❶弓削島：松原海水浴場
❷上島町商工会弓削支所青年部
☎0897（77）2135
hががp:４４くくく３がoくn３kamijima３lg３jp４

海苔養殖で使用するサンマ船でレースを行い、町内
外から多くの参加を得て親睦と交流を深めています。

上島町 8/15（月） テンテコ踊り 祭
❶魚島：魚島総合支所前広場
❷魚島教育振興会　☎0897（78）0011
hががp:４４くくく３がoくn３kamijima３lg３jp４

篠塚伊賀守が再起を期する調練の名残。武者に扮し
勇壮に練り踊ります。

上島町
8/20（土）

（予定）

「Love & Beat LIVE!
2016」

（ビアガーデン＆ライブ）

❶岩城島：岩城港物揚場
❷Loぎe&Beaが実行委員会
☎0897（75）2500
hががp:４４くくく３がoくn３kamijima３lg３jp４

岩城港でビアガーデン、音楽愛好者によるバンド演
奏、夏の夜の一時を町内外の人達が交流します。

中
　
　
予

松山市
8/1（月）～
8/31（水）

道後温泉夏まつり 祭
❶道後温泉本館周辺ほか
❷道後温泉夏まつり実行委員会
☎089（943）8342

和太鼓・郷土芸能・音楽、子ども花火大会ほかが催
されます。

松山市
8/1（月）・
8/2（火）

道後村まつり 祭
❶道後公園・商店街・放生園ほか
❷道後村まつり実行委員会
☎089（931）5856

湯釜薬師祭、山草展、ゲーム、道後夜市、ふれあい
コンサートほかが開催されます。

松山市
8/7（日）
（予定）

松山港まつり・
三津浜花火大会

❶三津浜埠頭
❷松山港まつり振興会　☎089（951）7705
hががp:４４くくく３miがかきhama３neが４hanabi

中四国最大級の花火大会が開催されます。

松山市
8/7（日）・
8/8（月）
（予定）

「まつやまこどもの日」
フェスティバル

❶松山市総合コミュニティセンターこども館
❷松山市総合コミュニティセンターこども館
☎089（943）8228

昔あそび教室などを行います。
（予定）
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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
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カカ レレ ンンダダーー
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月8
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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

中
　
　
　
　
予

松山市
8/8（月）
（予定）

「まつやま子どもの日」
おはなし会

❶松山市立中央・三津浜・北条・中島図書館
❷中央図書館事務所　☎089（943）8008
❷三津浜図書館　☎089（951）2516
❷北条図書館　☎089（993）2281
❷中島図書館　☎089（997）1181

「まつやま子どもの日」にあわせて、市立図書館全館
（４館）でおはなし会を開催します。

愛媛県
松山市

8月上旬
（予定）

愛媛県・松山市連携事業
「歴史バスツアー①」

❶県内の発掘調査現地
❷松山市考古館
☎089（923）8777
hががp:４４くくく３cきl２かpo３oお３jp４koきkokan

発掘調査中の遺跡をバスで訪れ、調査担当者からの
調査説明や出土品解説を通じて、地域の歴史や文化
遺産をはじめ、埋蔵文化財保護についての理解を深
めます。

愛媛県
松山市

8月上旬
（予定）

愛媛県・松山市連携事業
「掘ったぞな松山2016　
前期展」講演会

❶松山市考古館
❷松山市考古館　
☎089（923）8777
hががp:４４くくく３cきl２かpo３oお３jp４koきkokan

松山市内から出土した展示資料（遺跡や遺物）の時
代性や地域性に関する講演を行います。

松山市
8月上旬
（予定）

特別企画展
記念講演

❶松山市立子規記念博物館
❷松山市立子規記念博物館
☎089（931）5566
hががp:４４かikihakき３leかp３co３jp４

特別企画展を記念して講演会を実施します。
（講師未定）

松山市
8/12（金）
（予定）

愛媛県・松山市連携事業
古代体験まつり

❶松山市考古館
❷松山市考古館
☎089（923）8777
hががp:４４くくく３cきl２かpo３oお３jp４koきkokan

「まつやま子どもの日」にあわせ、さまざまな古代体
験や施設見学を通じ、古代人の知恵や工夫について
楽しく学ぶきっかけを提供します。

松山市
8/12（金）～
8/14（日）

第51回松山まつり
❶大街道・千舟町・城山公園（堀之内）
❷松山まつり実行委員会
☎089（941）4111

色とりどりの衣裳を身にまとった踊り手たちが踊り
歩く、「野球サンバ」、「野球拳おどり」が3日間開催
されます。

松山市
8/20（土）・
8/21（日）

第19回「俳句甲子園」
全国高等学校俳句選手
権大会（全国大会）

❶ 大街道商店街・松山市総合コミュニティセンター・
キャメリアホール

❷NPO法人俳句甲子園実行委員会
☎089（943）1512
hががp:４４くくく３haikきkoきかhien３com４

全国各地の高校生が俳都松山に集結し、17文字の熱
い言葉のバトルを繰り広げます。

松山市
8月中旬
（予定）

松山城「光の城」
❶松山城山頂広場
❷松山城総合事務所　
☎089（921）4873

松山城をライトアップし、夜間に訪れる来城客に風
情を楽しんでもらいます。

松山市 8/24（水）
第45回全国消防救助
技術大会（松山大会）

❶松山中央公園
　【陸上：運動広場、水上：アクアパレットまつやま】
❷松山市消防局（総務課）
☎089（926）9234

全国から選抜された救助隊員約1１000名が参加し、
過酷な災害に耐えるために必要な、強靭な体力と技
術力を競い合い、披露する大会を開催します。併せて、
防災体験できるブースや消防車両展示ブースなど、
子どもから大人まで楽しめる各種イベントを開催し
ます。

松山市
8/27（土）
（予定）

第12回北条ブロック
人権教育研究大会

❶聖カタリナ大学ほか
❷松山市人権啓発課　
☎089（948）6633
jinkenkeihaがき@ciがけ３maがかきけama３ehime３jp

一人ひとりが自分の中の偏見や、差別を支えている
要因に気づくことを大切にしながら、人権問題につ
いての認識を深め、人権尊重の生活態度を身に付け、
差別をなくす仲間の輪を広げるための研究討議を行
います。

松山市
8/27（土）
（予定）

三津の朝市
「旬・鮮・味まつり」

❶松山市公設水産地方卸売市場
❷松山市水産市場運営協議会（市場管理課内）
☎089（951）2311

魚食普及を目的に旬の魚の無料試食や鮮魚の販売を
行うなど、瀬戸内の魚の美味しさをPRします。

松山市
8月下旬
（予定）

古代体験教室
「石勾玉を作ろう」

❶松山市考古館
❷松山市考古館　☎089（923）8777
hががp:４４くくく３cきl２かpo３oお３jp４koきkokan

やわらかい石を紙やすりで削り、磨いて、古代に希
少だった勾玉を実際に作る体験を通じて、歴史や考
古学に関心を深めていただきます。

松山市
8月下旬
（予定）

古代体験教室
「染物体験～藍染め～」

❶松山市考古館
❷松山市考古館　☎089（923）8777
hががp:４４くくく３cきl２かpo３oお３jp４koきkokan

植物（藍）を使って、ハンカチをオリジナルに染め
ます。

松山市
8月下旬
（予定）

古代体験教室
「染物体験～茜染め～」

❶松山市考古館
❷松山市考古館　☎089（923）8777
hががp:４４くくく３cきl２かpo３oお３jp４koきkokan

植物（茜）を使って、ハンカチをオリジナルに染め
ます。

松山市
8月下旬
（予定）

第31回トライアスロン
中島大会

❶松山市長師・姫ヶ浜海水浴場
❷松山市中島支所内　トライアスロン事務局
☎089（997）1840
nakajima@ciがけ３maがかきけama３ehime３jp

日本屈指の歴史あるトライアスロンの大会です。大
会前夜には歓迎パーティーが開かれ交流を深めます。

松山市
8月下旬
（予定）

「瀬戸風バンクへＧｏ！」
❶松山中央公園多目的競技場（松山競輪場）
❷松山市競輪事務所
☎089（965）4300

普段は入ることが出来ない競輪場内バンクの走行体
験や選手との交流を通じて競輪を身近に感じてもら
える誰でも参加できるスポーツイベントです。

松山市
8月

（予定）
久米・小野の
古代史セミナー

❶公民館ほか
❷松山市考古館　☎089（923）8777
hががp:４４くくく３cきl２かpo３oお３jp４koきkokan

公民館等に出向いて、地区の遺跡や歴史を紹介する
とともに、地区住民と懇談形式の勉強会を実施しま
す。

東温市
8/27（土）
（予定）

観月祭
❶重信川河川敷（東温市横河原）
❷観月祭実行委員会（事務局：東温市商工会館内）
☎089（993）8054

約5１000発の打ち上げ花火が夜空を彩ります。メイ
ン会場ではステージイベントや踊りなどが披露され、
河川敷にはゆっくり座って花火が見られる有料観覧
席が設けられます。また、他市町の団体を含めた
200軒を超える出店などでにぎわいます。
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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

８
月

イイ トト
カカ レレ ンンダダーー
ンンベベ
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August

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

久万高原町
8/5（金）・

8/6（土）
（予定）

第48回久万納涼まつり
（久万おどり・第33回
久万山御用木まつり）

祭
❶久万高原町役場周辺
❷久万納涼まつり実行委員会
☎0892（21）2061

久万おどりは毎年、10チーム前後の連が華やかな衣
装を身にまとって商店街を練り歩き、役場前で個性
豊かな踊りを披露します。翌土曜日の御用木まつり
では、商店街約500mを丸太を担いで走るタイムレー
スを行い、疾走中沿道からはお清め水をかけられ、
一層走るのが困難になる中で一番丸太を目指して各
チームが競い合います。

久万高原町 8/12（金）
ペルセウス座流星群を
見よう

❶久万高原ふるさと旅行村
❷久万高原天体観測館
☎0892（41）0110

グラウンドに寝転がって流れ星を観察します。専門
家の解説や資料の配布もあります。

久万高原町
8/20（土）

（予定）
みかわ納涼まつり

❶久万高原町役場美川支所周辺
❷みかわ納涼まつり実行委員会
☎0892（21）2061

盆踊りや特設ステージでのショー、体も震える大音
響と夜空を染める花火大会が行われます。迫力のあ
る花火は人気が高くギャラリーが非常に多いです。

松前町
8/6（土）

（第1土曜日）
まさき町夏祭り 祭

❶松前公園・塩屋海岸
❷まさき町夏祭り実行委員会（松前町商工会内）
☎089（984）1427

はんぎり競漕、伝統芸能、金管バンド演奏、餅撒き、
まさき音頭、花火等盛りだくさんのイベントが行わ
れます。

松前町
8月下旬
（予定）

24時間チャリティー
スポーツカーニバル

❶松前公園
❷松前町社会教育課
☎089（985）4138

各種団体がソフトボール、レクレーションバレーな
どのスポーツの試合を通し募金を行います。

伊予市
8/6（土）・

8/7（日）
（予定）

第5回伊予市
トライアスロン大会
in ふたみ

❶ふたみシーサイド公園及び周辺
❷伊予市トライアスロン in ふたみ実行委員会
hががp:４４くくく３iけo２がおiaがhlon２fきがami３com４

「しずむ夕日がたちどまる町」伊予市双海町で開催し、
観光振興と交流人口の拡大によるサービス産業の振
興、地域や文化を越えた交流の促進、参加者及び市
民の心と体の健康の増進に寄与することが目的です。
１日目に受付、競技説明及び前夜祭が行われ、２日
目に開会式、競技大会及び表彰式を行います。

伊予市
8/11（木・祝）～

8/14（日）

マドンナカップ in 伊予市
（ビーチバレージャパン女
子ジュニア選手権大会）

❶伊予市五色姫海浜公園ビーチバレーコート
❷伊予市教育委員会社会教育課
☎089（982）5155

女子高校生を対象としたビーチバレーの全国大会が
行われます。

伊予市
8月第4土曜日

（予定）
みなみ土曜夜市

❶灘町みなみ商店街・国鉄通り商店街
❷みなみ地域振興会
☎089（982）0369（郡中タクシー内）

ビアガーデン、ステージライブ、各種露店など多彩
なイベントが繰り広げられます。去りゆく夏の夜を
楽しめるイベントです。（予定）

砥部町 8月上旬 ひろた七夕まつり

❶砥部町広田支所周辺
❷砥部町商工会　☎089（962）2148
hががp:４４くくく３がoくn３がobe３ehime３jp４かiがe４
がokaido53がきgi４かhikiibenがo３hがml

商店街には笹飾りや提灯を飾り、太鼓演奏、カラオ
ケ大会、歌謡ショー、子供向けゲーム、各種バザー
など、いろいろな催しが開催されます。

南
　
　
　
　
予

内子町
8/6（土）・
8/7（日）

内子笹まつり 祭
❶内子本町通り
❷内子笹まつり実行委員会事務局
☎0893（44）2066
hががp:４４くくく３くe２loぎe２きchiko３jp４

内子で最も大きな七夕祭りで、大小きらびやかな飾
り物が商店街を彩り、その中をくぐりながらねり歩き
ます。中には職人芸を惜しみなく振るい、「あっ」と
驚くような飾りで人目をひくものもあります。

内子町 8/14（日）
いかざき夏まつり
花火大会

❶内子町・五十崎豊秋河原
❷五十崎商工連盟
☎0893（43）1500

毎年８月１４日の２０時頃より、小田川沿いの「豊秋
河原」にて、花火をあげるイベント。まさしく目の前
で花火があがり、その迫力は圧巻の一言！数百発の
打ち上げ花火や仕掛け花火が次々と打ち上げられて
夜空を彩り、町民はもとより帰省客や町外からの見
物客もまじえ大変な賑わいをみせます。

内子町 8/15（月）寺村山の神火祭り 祭
❶内子町・寺村商店街
❷内子町役場　小田支所
☎0892（52）3111
hががp:４４くくく３くe２loぎe２きchiko３jp４

六角山の下に幻想的に浮かび上がる【山ノ神】の火
文字と、約4千のオヒカリが灯されます。山の幸と秋
の豊作を祈る想いが込められた、文政6年から続く伝
統行事です。田園に広がる夜景、山里に轟く打ち上
げ花火、数多くの夜店、太鼓集団「喜鼓里」の実演、
ライブ演奏などのほか、フォトコンテストも開催され
ます。

内子町
8/20（土）・
8/21（日）

内子座文楽
❶内子座
❷内子座文楽公演実行委員会事務局
☎0893（44）2114

ユネスコに無形文化遺産として登録されている「文
楽」を、内子座で定期公演として開催しています。
大正期に建てられた文化薫る内子座と人形劇との融
合は、ここでしか見られない随一の興行。良い席は
すぐに売り切れるため、ご購入はお早めに。

内子町 8/21（日）
百八灯籠・踊り念仏・
虫送り

祭
❶内子町・宿間
❷五十崎自治センター
☎0893（43）1221
hががp:４４くくく３がoくn３きchiko３ehime３jp４

五穀豊穣・無病息災を願いながら、周辺地区の住民
が、小田川のほとり1３3kmの農道に百八の灯籠を並
べる百八灯籠、松明を手に練り歩く虫送り、鐘と太
鼓のリズムにのって念仏を唱えながら踊る踊り念仏
が催されます。

内子町
8月下旬～
9月下旬

ぶどう狩り

❶内子町内一円
❷内子町ビジターセンター
☎0893（44）3790
hががp:４４くくく３きchiko２f３com４

30年以上前から、当時は珍しかった観光農園に取り
組んでいたほど、果物が豊富な内子町。中でもぶど
うは、町内約20園の観光ぶどう園が、巨峰をはじめ
様々な品種を取り扱っています。「内子のぶどうは何
かが違う！」内子フレッシュパークからりとセットで
お越し頂くのがオススメ。

大洲市
8/3（水）・
8/4（木）

大洲川まつり花火大会
❶大洲市・肱川肱北河原、肱南河原
❷大洲市観光協会　☎0893（24）2664
hががp:４４くくく３ooげきkankoき３jp４

8月3日と4日の2日にわたって、約4１000発の花火が
夜空を焦がします。川面に映る花火と船影の織りな
す景色は絶品です。
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南
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大洲市
8/6（土）
（予定）

ながはま赤橋夏まつり

❶（未定）
❷ながはま赤橋夏まつり実行委員会
　（大洲市観光協会長浜支部内）
☎0893（52）1111

出店やビアガーデンのほか、長浜ならではのイベン
トがいっぱい。フィナーレには、長浜大橋のイルミ
ネーションと、1１800発の花火が、夜空と川面に光の
ショーを繰り広げます。

大洲市 8/6（土）
ながはま赤橋夏まつり
俳句大会

❶長浜ふれあい会館
❷長浜公民館
☎0893（52）1138

ながはま赤橋夏まつりと合わせて催されます。

大洲市
8/7（日）
（予定）

大洲ジュニア
トライアスロン大会

❶大洲市・肱川、肱川緑地公園
❷大洲市教育委員会文化スポーツ課
☎0893（24）1734

小学3年生から高校生までを対象として、全国でも
珍しい「川（肱川）」を使って、スイム・バイク・ラ
ンで競い合う大会。競技終了後に会場周辺の美化活
動を行い、河川愛護の意識を高めます。駅伝の部は、
学年･男女混合でのチーム編成可。
小 学 生 部門：スイム（3・4年 生50m、5・6年 生
100m）・バイク6km・ラン2３4km。
中学生部門・高校生部門：スイム200m・バイク
10km・ラン3３6km。
定員150名。レンタルバイク50台有。市外者の出場
可。後日、大会の模様がテレビ放送されます。

大洲市
8/7（日）
（予定）

鹿野川夏まつり
❶大洲市肱川町・大洲市肱川支所前
❷大洲市肱川支所地域振興課
☎0893（34）2311

くじ付きもちまき、文化グループ発表会、盆踊り
大会、花火大会等を実施します。

大洲市
8月上旬～
10月中旬

上須戒観光なし園
❶大洲市上須戒・一の瀬梨団地
❷JA愛媛たいき上須戒支所
☎0893（26）0021

親子連れで気軽になし狩りを楽しむことができま
す。良土に育まれたなしは甘味も満点。4３5haの
園内に幸水・豊水など6種類2１000本のなしがあり
ます。

大洲市 8/13（土）夜神楽 祭
❶大洲市肱川町・岩谷地区
❷大洲市岩谷自治センター
☎0893（34）2974

江戸時代から伝わる神楽をかがり火のもとで舞う
幻想的な行事です。

大洲市
8/13（土）・
8/14（日）
（予定）

青島の盆踊り 祭
❶大洲市長浜町青島
❷長浜公民館
☎0893（52）1138

〔大漁踊り〕魚を供養しての「大漁踊り」で、「賤ヶ
岳七本槍」など賑やかな踊りです。

〔亡者踊り〕死者の霊を慰める「亡者踊り」といわ
れ「赤穂四十七士」の哀感を帯びた踊りです。

大洲市
8/14（日）
（予定）

第34回
かわべふるさと祭り

❶大洲市河辺町三嶋・河辺ふるさと公園
❷大洲市河辺公民館　☎0893（39）2551
hががp:４４くくく３ciがけ３oげき３ehime３jp４

納涼盆踊り大会、カラオケ大会、夜市、歌謡ショー、
花火大会等々の内容で、ふるさとの夏の一夜を楽
しみます。

大洲市 8/14（日）正山風の祭り 祭
❶大洲市肱川町・正山小学校校庭
❷大洲市正山自治センター
☎0893（34）3116

イルミネーション点灯式、カラオケ大会、歌謡
ショー、盆踊り大会、お楽しみ抽選会、地元青年
団による出店などがあります。

大洲市 8/17（水）金山出石寺夏期大縁日 祭
❶大洲市豊茂・金山出石寺
❷金山出石寺
☎0893（57）0011

春の縁日と同様、本尊のご開帳が行われ、大勢の
参拝客で賑わいます。

大洲市 8/20（土）白滝うら盆まつり 祭
❶大洲市白滝
❷大洲市観光協会長浜支部
☎0893（52）1111

商店街では飾り物を展示して審査が行われ、駅前
では餅撒き、盆踊りなどで賑わいます。

大洲市
8/21（日）
（予定）

大洲市カヌーツーリング
駅伝大会

❶大洲市・肱川（大成橋～城山下）
❷大洲市教育委員会文化スポーツ課
☎0893（24）1734

中学生以上を対象として、5人1チームによりカ
ヌーをバトン代わりにして肱川を下る駅伝方式の
大会。競技終了後に会場周辺の美化活動を行い、
河川愛護の意識を高めます。事務局が用意したカ
ヌー艇・用具を使用。コース15３3km。市外者の
出場可。

大洲市
8/21（日）
（予定）

えひめYOSAKOI
まつり2016

❶大洲市・肱川肱北河原
❷えひめYOSAKOI祭り振興会
☎0893（24）3034
hががp:４４ehimeけoかakoi３com４

20チームを超す精鋭達が、趣向を凝らした衣装を
身にまとって、夏の暑さを吹き飛ばす熱い踊りを
披露します。また、各種露店も出店されます。

大洲市
8月下旬
（初煮会）

～10月下旬
いもたき

❶大洲市・肱北河原
❷大洲市観光協会
☎0893（24）2664
hががp:４４くくく３ooげきkankoき３jp４

夕暮れになる頃、小石で敷きつめられた肱川の河
原にゴザを敷いて鍋を囲み、肱川の水が運んでき
たよく肥えた土で育った大洲の夏芋を味わいます。
やがて月が姿を現し、心地よい夜風が吹き、気分
も最高潮を迎えます。自然に溶け込んだ大洲なら
ではの秋の風物詩です。

八幡浜市 8/12（金）てやてやウェーブ
❶八幡浜市・北浜臨港道路
❷八幡浜みなと祭協賛会
☎0894（22）3411

宇 崎 竜 童 作 詞・作 曲によるビ ートのきいた曲
“TEYATEYA I WANT YOU”にあわせ、各チーム
が踊りを競います。

八幡浜市 8/14（日）五反田柱祭り 祭
❶八幡浜市・王子の森公園
❷八幡浜市商工観光課
☎0894（22）3111

戦国秘話に基づき、約400年続いている火祭で、
20m余の柱の先につけた麻木篭に向けて松明を投げ
入れ燃え火で神霊を招きます。柱を中心に松明の炎
が乱舞する光景は壮観です。

八幡浜市
8/15（月）
（予定）

八幡浜みなと花火大会
❶八幡浜港内
❷八幡浜市観光物産協会
☎0894（22）3111

八幡浜の夏の夜の風物詩としてすっかり定着してい
る大会。港内から打ち上げる大小の花火は、浜っ子
の心意気のように明るく、力強く、そして鮮やかで
真夏の夜を華やかに彩ります。
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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

８
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イイ トト
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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

南
　
　
　
　
予

八幡浜市
8月中旬
（予定）

日土小学校校舎見学会
❶日土小学校
❷八幡浜市教育委員会生涯学習課
☎0894（22）3111

国重要文化財（建造物）の中校舎・東校舎と、新西
校舎をあわせて、自由に見学できます。川に張り出
した鉄骨階段を上れるのはこのときだけです。

伊方町
8/7（日）

（予定）
瀬戸の花嫁まつり

❶三机須賀公園他
❷伊方町瀬戸総合支所
☎0894（52）0111
hががp:４４くくく３がoくn３ikaがa３ehime３jp４

ブライダルショー・相撲大会・バーベキュー・入場
者プレゼント抽選会・海上花火大会などが催されま
す。【前年開催日：8４2】

西予市 8/7（日）
かっぱMATURIサマー
in 明浜2016

❶明浜町高山　あけはまシーサイド・サンパーク
❷西予市明浜支所産業建設課
☎0894（64）1287
hががp:４４くくく３かeiけo1400３jp４

大早津海水浴場がメイン会場。オープニングではかっ
ぱ達が登場！！他にも美味しさいっぱいのふれあい市

「かっぱ横丁」、海鮮バーベキュー「虹のなぎさ焼き」、
ビーチバレー大会、シーカヤック体験、ナイトステー
ジ、花火大会など夏を満喫できる楽しいイベント盛
りだくさんです！！

西予市
8月上旬
（予定）

あげいしさん 祭
❶宇和町明石
❷明石寺
☎0894（62）0032

四国霊場43番札所明石寺縁日です。

西予市 8月上旬 川津南楽念仏 祭
❶城川町川津南・西方寺
❷西予市観光協会城川支部
☎0894（82）1116

西方寺で行う勇壮な楽念仏。特に「打ち上げ」が
勇壮で特色があり、今も伝承されています。

西予市 8月上旬
ひまわりカーニバル
in 希望の森

❶宇和町小野田　希望の森グラウンドほか
❷宇和公民館　☎0894（62）0058
　希望の森　　 ☎0894（62）5500

希望の森グラウンドを会場に、太鼓グループの競
演、ひまわり畑での写真コンテスト、各種バザー、
焼き肉コーナー、もちまき等を実施します。

西予市 8月上旬 渓筋川まつり
❶野村町渓筋公民館
❷野村町渓筋公民館
☎0894（75）0111

ふるさとのきれいな川を守るための川まつり。水
生生物調査、稲生川ウォーク、鰻つかみなどが開
催されます。

西予市
8月上旬～

9月中旬
ぶどう狩り

❶宇和町下川
❷西予市経済振興課
☎0894（62）6408

デラウェア、紫玉、サマーブラック、巨峰、ブラッ
ク･オリンピアなどのぶどう狩りが楽しめます。

西予市 8/13（土） 奥地の海のかーにばる

❶三瓶町朝立港湾埋立地
❷西予市三瓶支所産業建設課
☎0894（33）1114
hががp:４４くくく３かeiけo1400３jp４

豚のロディオ・人間カーリング・魚のつかみどり
など見て楽しい、参加しても楽しいイベント盛り
だくさん！夜には花火大会もあり、山々に囲まれ
た湾内から上がる花火は迫力満点です！

西予市 8/14（日）
渡江（トノエ）
歌舞伎くずし盆踊り

祭
❶明浜町渡江・大網の浜
❷明浜町狩江公民館
☎0894（65）0301

盆供養で、踊り子は歌舞伎調の衣装でゆっくりと
したテンポで踊ることから、別名歌舞伎くずしと
呼ばれます。忠臣蔵や、勧進帳などの出し物を太
鼓やクドキに合わせて踊ります。

西予市
8/14（日）

（予定）
野村納涼花火大会

❶野村町・野村ダム
❷西予市観光協会野村支部
☎0894（72）1115

朝霧湖を舞台に大小あわせて約5１000発以上の花
火大会やガーデンパーティ等、多彩な催し物が行
われます。【前年開催日：8４14】

西予市
8月中旬の日曜日

（予定）
花とり踊り 祭

❶城川町下相・八幡神社
❷西予市観光協会城川支部
☎0894（82）1116

大太刀・小太刀を手に青年達が悪病除けの花とり
踊りを奉納します。八幡神社で14：00から行われ
ます。

宇和島市 8月頭 ハワイ勲章展示
❶伊達博物館
❷伊達博物館
☎0895（22）7776

1881年にハワイ王国カラカウア王が来日した際、伊
達8代藩主宗城が手厚くもてなしたことにより頂いた
勲章を、この期間だけ特別展示します。

宇和島市
8/7（日）

（予定）
本丁七夕

❶吉田・本丁商店街
❷吉田三間商工会
☎0895（52）2233

七夕かざりを設けてお茶席・出店各種・ゲームコー
ナー・ビアガーデン等が行われます。

宇和島市
8月上旬
（予定）

本町サマーカーニバル
❶吉田・本町商店街
❷吉田三間商工会　
☎0895（52）2233

ゲームコーナー・金魚すくい・ビアガーデン等が催
されます。

宇和島市 8/13（土） 三間町納涼大会
❶三間中学校グラウンド外
❷宇和島市三間公民館
☎0895（58）3316

地域、各種団体、児童・生徒等が繰り出し商店街を
練り踊るとともに、三間中学校グラウンドで踊りに興
じます。町内の盆の風物詩です。各種盆踊り・花火。

宇和島市 8/14（日）
定期闘牛大会
お盆場所

祭

❶宇和島市・市営闘牛場
❷宇和島市観光協会　
☎0895（22）3934
hががp:４４くくく３がoきgけき３com４

１ｔ級の巨牛が激突します。角と角がぶつかり合う激
しい攻防戦です。

宇和島市 8/15（月） 河内口説 祭
❶吉田・河内上大師堂
❷喜佐方公民館
☎0895（52）0068

口説とは、民謡の長編物語で叙情的な歌詞になって
います。250年前から伝えられ、大師堂で踊り、地
区の盆踊りに合流します。

宇和島市 8/16（火）

岩松行燈回廊
（つしま夏まつり前夜祭）
&ちょうちん行列

❶津島町・岩松川（岩松商店街）
❷宇和島市津島支所津島教育係
☎0895（32）2721

つしま夏まつりの前夜祭として町並みを行燈回廊で
ショーアップします。
浴衣を着て夕涼みがてら、昔ながらのちょうちん行
列を行います。

宇和島市 8/17（水） つしま夏まつり
❶津島町・岩松川（おまつり河原）
❷宇和島市津島支所産業建設係
☎0895（32）2721

岩松川の会場でのステージイベントや花火大会など
が行われます。前夜祭として岩松の町並みの行灯ラ
イトアップも実施します。
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宇和島市
8 ～ 9月の

いずれか一夜
遊子 段畑夕涼み会

❶遊子・水荷浦の段畑
❷遊子公民館
☎0895（62）0850

地元の小学生を中心に、竹とろうそくによる手作り
のあんどんで段畑をライトアップします。ライトアッ
プされた幻想的な段畑は年に一度しか見られない夜
のイベントです。

鬼北町
8/7（日）

（予定）
※雨天時延期

四万十・源流広見川上
り駅伝大会

❶鬼北町広見～小松・広見川流域
❷鬼北町教育委員会（広見川夢の会）
☎0895（45）1111

広見川を下流から上流に向かって、全長4３7kmのコー
スを8区間に分け、ヘルメットをタスキ代わりに、川
の流れに逆らって走るというユニークな駅伝大会で
す。スタート直後から、川底はコケあり丸石ありで
非常に走りにくく、中盤からは水深2m近い所もあり
泳ぎも必要とされます。川に魔物あり！大どんでん
返しも期待できるとても楽しいイベントです。

（参加資格） 転んでも泣かない人・18歳以上の男女・
少しでも泳げる人。

（部　　門）駅伝の部【男女別】・ 鉄人の部

鬼北町
8/13（土）～

8/15（月）
盆踊り大会・夏祭り

（町内各地区）

❶鬼北町内各地区
❷鬼北町教育委員会
☎0895（45）1111

町内各地区で盆踊り大会や夏祭りが開催されます。
ビアガーデンや花火大会などがあり、例年帰省客で
大変盛り上がっています。

鬼北町 8/14（日） 武左衛門ふる里まつり
❶鬼北町下鍵山地区
❷鬼北町日吉公民館
☎0895（44）2211

毎年8月14日の夕方、ほら貝の響きとともに百姓の
衣装を着た100人程の群集が二手に分かれて故事（吉
田騒動）にちなんだ綱引きを行い、その後地区毎の
むしろ旗をたてて仮装行列が出発します。夜には日
吉夢産地において、盆踊り大会や花火大会が開催さ
れます。

鬼北町
8/19（金）・

8/20（土）
（予定）

ひよし星降るキャンドル
ナイト

❶鬼北町下鍵山・明星ヶ丘
❷鬼北町日吉公民館　
☎0895（44）2211

下鍵山の町なかを約800個のキャンドルが美しく彩
り幻想的な雰囲気を醸し出します。

鬼北町 8/24（水） 六地蔵奉納相撲大会 祭
❶鬼北町・下鍵山武左衛門広場
❷鬼北町日吉公民館
☎0895（44）2211

歴史は古く、大正10年に六地蔵堂が現在の武左衛門
広場に移されて以来、この地で行われています。か
わいらしい保育園児の取り組みから、小・中学生、
大人まで見応えのある取り組みを楽しむことができ
ます。

鬼北町
8/27（土）

（予定）
納涼夜市

❶鬼北町下鍵山・武左衛門一揆記念館駐車場
❷鬼北町日吉公民館（日吉一希を起こす会）
☎0895（44）2211

ビアガーデンやヨーヨー釣り、金魚すくい、ダーツ
などのゲームコーナーがあり、懐かしさあふれる夜
市です。中には卵つかみゲームなどユニークなゲー
ムもあり、子供から大人まで楽しむことができます。
地元有志団体「日吉一希を起こす会」が元気に開催
しています。【前年度開催日：8４29】

鬼北町 8月下旬 新米まつり

❶道の駅「広見森の三角ぼうし」
❷道の駅「広見森の三角ぼうし」
☎0895（45）3751
hががp:４４くくく３かankakき２boきかhi３com４

鬼北地区で栽培された美味しいお米を販売します。
また、新鮮な旬の野菜等の販売も行います。

松野町 8/13（土） 森の国の夏まつり

❶虹の森公園周辺
❷松野町商工会　　　☎0895（42）0505
　松野町教育委員会　☎0895（42）1118
hががp:４４くくく３がoくn３maがかきno３ehime３jp４

盆踊り大会、ステージショー、ビアガーデン等が催
されます。会場の虹の森公園を取り囲むように打ち
上げられる花火は間近で上がるので迫力満点です！

松野町 8/14（日） 吉野生盆踊り大会

❶松野町・吉野生交流促進センター
❷松野町教育委員会
☎0895（42）1118
hががp:４４くくく３がoくn３maがかきno３ehime３jp

吉野生地区住民による手づくりの盆踊り大会。ガー
デンパーティーや花火大会で盛り上がります。

松野町 ８月
滑床ファミリー
アドベンチャー

❶国立公園滑床渓谷
❷NPO法人松野まちづくり青年会議
☎0895（42）1111
hががp:４４くくく３がoくn３maがかきno３ehime３jp４

1泊2日の家族を対象としたアウトドアイベント。ダッ
チオーブン料理やアメノウオの塩焼きなど自然の中
でしか味わえない料理教室を行う他、釣り教室や星
空観察など、滑床渓谷の大自然を肌で感じる企画満
載のイベントです。【前年開催日：8４１・２】

愛南町

毎年
8/1（月）～

8/14（日）
（予定）

久良の能山踊り 祭
❶愛南町久良・弘誓寺ほか
❷愛南町教育委員会生涯学習課
☎0895（73）1111

毎年8月1日から能山公（御荘勸修寺氏）の霊を慰め
るため、久良の弘誓寺境内古木庵の前で奉納されま
す。最終日には早朝浜踊りを漁協で踊り、その後古
木庵でフィナーレを迎えます。

（県指定無形民俗文化財）

愛南町
8/7（日）（城辺）

（予定）
愛南町城辺夏まつり

❶城辺商店街
❷愛南町商工会城辺支所
☎0895（72）0963

愛南音頭、ステージイベント、俳句あんどん通り等
が楽しめる城辺地域の夏まつりです。

愛南町
8/13（土）

（予定）
増田花とり踊り 祭

❶愛南町一本松・安養寺境内
❷愛南町教育委員会生涯学習課
☎0895（73）1111
hががp:４４くくく３がoくn３ainan３ehime３jp４

旧暦7月11日に安養寺の境内で、高山尊神の供養、
ちょぼし弥三郎兄弟の供養、部落の安全祈願のため
に踊ります。（県指定無形民俗文化財）

愛南町
8/21（日）（御荘）

（予定）
愛南町御荘夏まつり

❶御荘平城商店街他
❷愛南町商工会本所
☎0895（73）0700

花火大会、愛南サンバ、樽みこし、ステージイベン
ト等が楽しめる御荘地域の夏まつりです。

愛南町
8月

（予定）

愛南サッカー
フェスティバル2016

（中学生の部）

❶南レク3号城辺公園（芝球技広場）
❷愛南町教育委員会生涯学習課
☎0895（73）1111

県内・外の中学生を対象として、サッカー大会を開
催します。
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イベントカレンダーBOX 111

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

８
月

イイ トト
カカ レレ ンンダダーー
ンンベベ

月8
August

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

愛
　
媛
　
県

砥部町

（募集期間）
　8/2（火）～

8/31（水）
（展示期間）

　未定

動物画コンクールの
募集

❶とべ動物園
❷とべ動物園
☎089（962）6000
hががp:４４くくく３がobeげoo３com４

当園の動物を題材に絵画コンクールを実施します。
（対象：保育園幼稚園児・小中高学校生）

西予市
8/13（土）～

8/15（月）
県歴史文化博物館
夏休みイベント

❶西予市・愛媛県歴史文化博物館
❷愛媛県歴史文化博物館　
☎0894（62）6222
hががp:４４くくく３i２おekihakき３jp４

夏休みにぴったりの楽しいイベントを開催します。
【前年開催日：8４13 ～ 16】

松山市 8/20（土） 湯築城歴史塾

❶子規記念博物館
❷湯築城資料館　☎089（941）1480
hががp:４４くくく３dogokoきen３jp
info@dogokoきen３jp

中世の河野氏や湯築城など伊予中世史の重要なテー
マについての講座を開催。専門家の最新の研究成果
をわかりやすく解説します。

愛媛県
8月下旬～
10月下旬 

（予定）
棚田ふれあい教室

❶未定
❷愛媛県農地整備課農村整備係
☎089（912）2545
hががp:４４くくく３pおef３ehime３jp４h35400fきおきかaがo４
indeぐ３hがm

（8月上旬掲載予定）

都市部の小学生を農村地域に招き、農業体験や農家
との交流を通じ、農地や農村が担う役割や、保全す
ることの大切さに対する理解を深め、人づくりや保
全活動を推進します。小学生30名程度（保護者同伴）

松山市
8月

（予定）
愛媛MP人権サポーター
デー

❶未定
❷愛媛県人権対策課
☎089（912）2455

スポーツ組織と連携・協力し、ホームゲーム会場で
人権啓発物品の配布や映像等による人権啓発活動を
行います。【前年開催日：8４1】

砥部町
8月～ 10月

（開催日未定）
夜の動物園

❶とべ動物園
❷とべ動物園
☎089（962）6000
hががp:４４くくく３がobeげoo３com４

普段見ることの出来ない夜の動物園の様子を観察し
ていただきます。【前年開催日：8４8、14、22、29、
9４5、10４3、17、24】
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