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東
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四国中央市

9月上旬～
9/30（金）まで

（予定）
17：30～21：00まで

土居のいもたき
❶土居町・ふるさと広場（関川河川敷）
❷いもたき運営委員会
☎0896（74）8825

毎年9月上旬頃から、ふるさと広場で「土居のいもた
き」を開催しています。四国中央市特産の里芋を使
用したいもたきは天下一品！と評判。いもたきは3人
以上からで、3日前までの予約が必要です。
○予約方法/いもたき運営委員会まで
　☎0896（74）8825
○料金/一人前1,500円
　※悪天候で中止の場合があります。

【前年開催日：9/8 ～ 9/30】

四国中央市
9月下旬～
11月上旬
（予定）

塩塚高原パラグライダー
体験教室

❶塩塚高原
❷霧の高原
☎0896（72）3113

地元のパラグライダークラブが体験教室を開催しま
す。

新居浜市
9/3（土）～

10/10（月・祝）
（予定）

新居のいもだき

❶国領川河川敷（市民体育館西側）
❷新居浜料理飲食業協同組合
☎0897（33）3920
hががp://くくく.h6.dion.ne.jp/❷おけoin/

里芋、かしわ、こんにゃく、ホタテ、うどん、もやし
などを秘伝のだし汁の入った鍋に入れて食べる新居
浜初秋の風物詩です。【前年開催日：9/5 ～ 10/12】

新居浜市
9/16（金）～
9/19（月・祝）

愛顔つなぐえひめ国体
リハーサル大会

❶マリンパーク新居浜
❷新居浜市国体推進室
☎0897（65）1520

新居浜マリーナにおいて、セーリング競技が開催さ
れます。約180隻の競技艇（ディンギー）と約50隻
の運営艇（モーターボート）が参加します。

新居浜市 9月～ 10月
第47回
新居浜市民体育祭

❶市内各所
❷新居浜市教育委員会スポーツ文化課
☎0897（65）1303

“健康”“躍進”“奉仕”を大会スローガンに掲げ、ス
ポーツを通して市民の健康増進と体位・体力の向上
を目指す各種競技会が行われます。

今治市
9/10（土）
（予定）

（9月第2土曜日）

早津佐神社秋祭り
（大下島）

祭
❶関前・早津佐神社（大下島）
❷今治市関前支所産業建設課
☎0897（88）2111

当日は神輿が島中を巡行し、辻々で獅子舞が行われ、
夕方の宮入れまで一日中賑わいます。

【前年度開催日：9月第2土曜日】

今治市
9月上旬
（予定）

玉川湖畔の里
「新米まつり」

❶玉川湖畔の里
❷玉川湖畔の里
☎0898（55）3092

玉川のお米は、日当たりがよく、きれいな水と1日の
寒暖差によって、とても美味しくて人気です。その
玉川の新米でにぎったおにぎりが無料でふるまわれ
ます。新米の販売もあり、手作りのお漬物やお惣菜
も販売され、賑わいます。

【前年度開催日：9/6】

今治市
9月上旬
（予定）

ちびっ子のまうま祭
❶野間馬ハイランド
❷今治市観光課　☎0898（36）1541
　野間馬ハイランド　☎0898（32）8155

日本最小の在来馬であり、今治市の指定文化財であ
る野間馬とふれあうことを目的としたお祭りです。野
間馬乗馬体験や野間馬乗馬ゲームなど、野間馬に関
する催しがあり、ご家族でお楽しみいただけます。

【前年度開催日：9/12・13】

今治市
9/17（土）～
9/25（日）
（予定）

今治市美術展覧会
（市展）

❶今治市河野美術館
❷今治市文化振興課
☎0898（36）1608

洋画・書道など全8部門の美術作品をアンデパンダ
ン方式で募集し、多数の市民に参加・鑑賞してもら
うことで、文化の向上に寄与します。

【前年度開催日：9/19 ～ 9/27】

今治市
9/17（土）・
9/18（日）
（予定）

上浦町地方祭
（秋まつり）

祭
❶上浦町・町内一円
❷今治市上浦支所産業建設課
☎0897（87）3000

旧暦の8月14日と15日に近い土日に催され、上浦の4
地区が各々特色のある秋祭りを行います。そして翌
週には、大山祇神社産須奈大祭に集結します。

今治市
9/17（土）・
9/18（日）
（予定）

鏡・岡山地区秋祭 祭
❶大三島町・鏡、岡山
❷今治市大三島支所産業建設課
☎0897（82）0500

獅子舞は各地区それぞれの趣があり、見ているだけ
でも楽しくなってきます。口総と野々江の宮入の送
り火は壮観です。【前年度開催日：9/26・27】

今治市
9/21（水）・

9/22（木・祝）
姫子島神社秋の例大祭
（岡村島）

祭
❶関前・姫子島神社（岡村島）
❷今治市関前支所産業建設課
☎0897（88）2111

21日夜は御衣更祭・豊栄の舞・獅子舞。
22日は神輿が島中を巡行し、辻々では獅子舞が勇壮
に舞い祭は最高潮に達し、夕暮れの神輿の宮入れま
で島は一日中賑わいます。

今治市
9/24（土）・
9/25（日）
（予定）

宮浦・台地区祭（24日）
大山祇神社産須奈大祭
（25日）

祭
❶大三島町・大山祇神社ほか
❷大山祇神社
☎0897（82）0032

旧暦8月22日前後に行われ、太陽が出ている時間が
短くなり始めるこの時期を神様の衣更えになぞらえ、
五穀豊穣を祝います。古くから伝わる継獅子も奉納
されます。【前年度開催日：10/3・4】

今治市 9/25（日）宮窪剣道大会
❶宮窪町石文化伝承館
❷宮窪町剣道会
☎0897（86）2456

第61回を迎える伝統ある大会で、小学生・中学生・
高校生・一般と幅広い世代の剣士が日頃の練習成果
を競います。【前年度開催日：9/23】

今治市
9/30（金）～
10/2（日）

第16回
瀬戸内しまなみ海道
スリーデーマーチ

❶今治市及びしまなみ海道沿線
❷今治市イベント交流推進課
☎0898（36）1515
hががp://くくく.かhimanami3dm.jp/

今治市と尾道市が協力して行うウオーキング大会で、
日本マーチングリーグ公式大会です。
健康な方なら誰でも参加できます。

（一社）日本ウオーキング協会認定大会。

中
　
　
予

松山市 9/15（木）観月会
❶庚申庵史跡庭園
❷NPO法人GCM庚申庵倶楽部
☎089（915）2204

十五夜に音楽の演奏、講話、茶席を開催し月見を楽
しみます。

松山市
9/17（土）・
9/18（日）
（予定）

宇多喜代子・黒田杏子
の道後俳句塾2016

❶松山市立子規記念博物館（視聴覚室ほか）
❷松山市立子規記念博物館友の会
☎089（931）5566
hががp://くくく.かikihakきがomonokai.jp/

俳句界をリードする俳人たちと直接触れ合うことの
できるイベントを通して、当市を代表する文化「俳句」
への理解を深めていただきます。

松山市
9/19（月・祝）

（予定）
糸瓜忌
～子規追悼の集い

❶松山市立子規記念博物館（講堂）
❷松山市立子規記念博物館
☎089（931）5566
hががp://かikihakき.leかp.co.jp/

子規の命日に、子規を偲ぶ追悼式や館長講演、記念
茶会等を開催します。19日は展示室を無料開放しま
す。
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松山市
9月中旬
（予定）

正岡子規祭

❶坂の上の雲ミュージアム2階ホール
❷坂の上の雲ミュージアム
☎089（915）2600
hががp://くくく.かakanoきenokきmomきかeきm.jp/

小説『坂の上の雲』の主人公の一人正岡子規の生誕
を記念し、子規にちなんだ様々なイベントを開催し
ます。

愛媛県
松山市

9月中旬
（予定）

愛媛県・松山市連携事業
「掘ったぞな松山2016　
後期展」報告会

❶松山市考古館
❷松山市考古館　☎089（923）8777
hががp://くくく.cきl-かpo.oお.jp/koきkokan

展示会を楽しく鑑賞するための、一般の方を対象と
した展示遺跡を詳しく解説する報告会です。

松山市
9/22（木・祝）

（予定）
第51回
子規顕彰全国俳句大会

❶松山市立子規記念博物館（講堂）
❷松山市立子規記念博物館
☎089（931）5566
hががp://かikihakき.leかp.co.jp/

俳句を事前募集し、大会において表彰、講評。当日句、
記念講演があります。

松山市
9月下旬
（予定）

不動産フェア
❶未定
❷愛媛県宅地建物取引業協会
☎089（943）2185

不動産に関する知識の普及や無料相談を行います。

愛媛県
松山市

9月下旬
動物愛護フェスティバ
ルえひめ2016

❶未定
❷愛媛県動物愛護センター
☎089（977）9200

動物愛護週間にあわせて動物の愛護と管理に関する
普及啓発のためのイベント。長寿犬猫飼育者表彰、
ペット写真コンクール、しつけ方教室、アジリティ、
動物病気相談などの各種行事を実施します。

愛媛県
松山市

9月下旬～
11月下旬
（予定）

城山公園
オータムフェスティバル

❶堀之内公園
❷城山公園オータムフェスティバル実行委員会
☎089（935）2322

愛媛県警音楽隊のコンサート、キッズふれあいラン
ド、メディアパーティーを開催。

松山市
9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）6153

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。

愛媛県
松山市

9月～ 10月
（予定）

愛媛県・松山市連携事業
「掘ったぞな松山2016　
後期展」

❶松山市考古館
❷松山市考古館
☎089（923）8777
hががp://くくく.cきl-かpo.oお.jp/koきkokan

愛媛県埋蔵文化財センターとの連携事業。松山市内
の発掘調査の成果をいち早く公開する展示会で、刊
行した報告書に掲載した出土品を展示します。関連
事業として、報告会、講演会などを行います。

愛媛県
松山市

9月
（予定）

愛媛県・松山市連携事業
「歴史バスツアー②」

❶県内の発掘調査現地
❷松山市考古館
☎089（923）8777
hががp://くくく.cきl-かpo.oお.jp/ko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。対象は一般。

東温市 9/4（日）市民ソフトボール大会

❶総合公園グラウンド・重信中学校グラウンド・
　かすみの森公園グラウンド
❷東温市生涯学習課
☎089（964）1500

市民を対象とする分館対抗ソフトボール大会。幅広
い年齢層に参加いただくためスローピッチルールを
採用します。

東温市 9/11（日）
第32回どてかぼちゃ
カーニバル

❶レスパス・シティ内駐車場
❷東温市青年農業者協議会
　 （事務局：東温市農林振興課内）
☎089（964）4409

かぼちゃの重さを競うイベントに、毎年県内各地か
ら数百個のかぼちゃが集合。近年は200㎏を超える
かぼちゃも出品されます。かぼちゃを使用したゲー
ム、餅まき、新鮮な野菜や農産物加工品の販売など、
様々なイベントが催されます。

東温市
9/17（土）～
10/16（日）

（予定）
見奈良コスモスまつり

❶レスパス・シティ
❷見奈良コスモスまつり実行委員会
☎089（955）1216

15,000平方メートル（4,500坪）のコスモス畑で、
約200万本のコスモスが咲き誇ります。

東温市 9月下旬 奥松瀬川収穫祭
❶奥松瀬川公民館
❷桜羅楽農会
☎089（966）4367

奥松瀬川に伝わる「大崩壊物語（おおつえものがたり）
の伝説から生まれた「雨滝甚句」演奏曲の篠笛演奏
と和太鼓ライブが披露されます。「ほっちょ鶏」の焼
き鳥や、「猪」の焼肉などが味わえます。また、新鮮
な野菜や農産物加工品の販売が行われます。【前年
開催日：9/26】

久万高原町
9/4（日）
（予定）

第6回
石鎚山ヒルクライム

❶石鎚スカイラインほか
❷石鎚山ヒルクライム実行委員会
　（久万高原町教育委員会内）
☎0892（21）0139

石鎚スカイラインの登り2区間を使い、自転車でタイ
ムを競うヒルクライムレースが行われます。

久万高原町
9/10（土）～
11/20（日）

久万美術館2016年度
自主企画展
「風景画のゆくえ―松田
正平・喜多村知」（仮称）

❶久万美術館
❷久万美術館
☎0892（21）2881
hががp://くくく.kきmakogen.jp/cきlがきおe/mきかe/

当館ゆかりの美術評論家・洲之内徹が晩年見出した
二人の画家、松田正平と喜多村知を取り上げ、近代
以降日本に定着した風景画の変遷の一端をたどる展
覧会です。

久万高原町 9/15（木）中秋の名月観望会
❶久万高原天体観測館
❷久万高原天体観測館
☎0892（41）0110

中秋の名月を愛でる会です。お月見トーク、望遠鏡
による観察などを予定しています。

久万高原町 9月下旬
田んぼの学校
（稲刈り）

❶中津休場地区
❷久万高原町公民館中津分館
☎0892（54）2121
hががp://くくく.nakaがかき-ehime.jp/

地域の休耕田を活用し、手刈りによる稲刈り体験や
中津産にこだわった料理を楽しめます。

松前町
9/22（木・祝）

（予定）
おたたさんで交通茶屋

❶エミフルMASAKI
❷松前町町民課
☎089（985）4228

秋の交通安全運動にちなみ、松前町で活躍した行商
のおたたさんのいでたちで交通安全を呼び掛けます。
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中
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伊予市
9/3（土）
（予定）

第31回夕焼けプラット
ホームコンサート
＆しもなだ鱧まつり

❶JR下灘駅・しもなだ運動公園
❷ 伊予市観光協会双海支部・しもなだ鱧まつり実

行委員会
☎089（994）5852・089（987）0021
hががp://iけokankoき.jｐ/

眼下に広がる伊予灘と雄大な大空とが刻々と染め変
えられていく夕景をバックに、プロ・アマのミュージ
シャンが心にしみる音楽を披露します。コンサート
途中で到着する列車の乗客も一緒にイベントを盛り
上げ、最後はイベント実行委員会と会場とが一体と
なって、下灘駅をイメージして作られた歌「風の吹
く駅で」を合唱して締めくくられます。日中は「鱧ま
つり」も開催されます。

伊予市 9/22（木・祝）
第29回
なかやま栗まつり

❶栗の里公園
❷伊予市観光協会中山支部
☎089（994）5852
hががp://iけokankoき.jｐ/

栗を使ったゲーム、栗＆もちまき大会、栗のつかみ
どり、焼き栗、ゆで栗試食コーナー、イガ栗プレゼ
ント、バザーコーナー（栗ずし、栗ごはん、マロン
ブリュレなど栗づくしでご用意！）、栗の直売・発送
コーナー、栗果実品評会（出展品販売）、野外ステー
ジショーを予定しています。

砥部町 9月下旬（予定）坪内家観月の夕べ
❶坪内家
❷NPO法人とべ・TOBE
☎089（962）2747

琴・尺八・三味線や、オカリナ演奏を行い、観月の
夕べを楽しみます。いもたきや石窯焼きのピザ、カ
ントリー・ウエスタンバンドの演奏もあります。

南
　
　
　
　
予

内子町
9/15（木）・
9/16（金）

八日市町並観月会

❶内子町町並保存地区
❷内子町役場　町並保存センター
☎0893（44）5212
hががp://くくく.くe-loぎe-きchiko.jp/

毎年中秋の名月に観月会を実施。町並保存地区には
軒先に提灯が吊され、幻想的な雰囲気の中、櫨（はぜ）
取り唄踊りや琴の演奏で情緒溢れる趣を楽しむこと
ができます。昼とは表情が一変する町並保存地区は
必見です。

内子町
9月下旬

（中秋の名月）
尾首の池・
月を愛でる会

❶内子町立石地区・尾首の池
❷立石自治会
hががp://くくく6.plala.oお.jp/がaがeiかhi/

約1,000灯のキャンドル点火と、尾首のシンボル“玉
井邸”、“茅ぐろ”や竹のモニュメントなどのライト
アップを行います。手作りの“お月見コンサート”も
行われ、山里ならではのお月見を堪能できます。

内子町
9月

（予定）
元気アップフェア
就職セミナー

❶未定
❷内子町商工会工業部会事務局
☎0893（44）2166

内子町内の企業紹介と就職説明会です。

大洲市
9/17（土）
（予定）

肱川イベント松山広場
❶松山市・道後「放生園」
❷大洲市肱川支所地域振興課
☎0893（34）2311

肱川地域でとれた新鮮な野菜や特産品を販売しま
す。また、肱川の郷土芸能、『山鳥坂鎮縄神楽』の
公演を行います。

大洲市
9月中旬～
11月上旬の

土・日・祝のみ
上須戒観光いも園

❶大洲市・上須戒松久保団地
❷JA愛媛たいき上須戒支所
☎0893（26）0021

期間中、土･日･祝日に開園しており、土と親しみ
ながら収穫の喜びを1区画1,300円で味わうことが
できます。新鮮な野菜・果物の即売もしており団
体予約（5区画以上）であれば平日の利用も可。

大洲市
9月下旬
（予定）

わらじで歩こう坂本龍馬
脱藩の道前夜祭

❶大洲市河辺町三嶋・河辺ふるさとの宿
❷大洲市河辺支所地域振興課
☎0893（39）2111
hががp://くくく.ciがけ.oげき.ehime.jp/

翌日の「わらじで歩こう坂本龍馬脱藩の道」の前
夜祭。全国の龍馬ファンがシャモ鍋とお酒をとも
にして、龍馬を肴に語り明かし親睦を深めます。

大洲市
9月下旬
（予定）

第28回わらじで歩こう
坂本龍馬脱藩の道

❶大洲市河辺町三嶋・河辺ふるさと公園（集合）、
　町内約15㎞
❷大洲市河辺支所地域振興課
☎0893（39）2111
hががp://くくく.ciがけ.oげき.ehime.jp/

大洲市河辺町に残る坂本龍馬脱藩の道（約15km）
を辿り、龍馬の偉業を偲びながら、山沿いの自然
に親しむ健康ウォークです。

八幡浜市・
伊方町

9/25（日）
（予定）

サイクリング佐田岬
2016

❶佐田岬半島
❷佐田岬広域観光推進協議会
☎0894（22）3111

日本一細長い佐田岬半島の魅力を満喫できるロング
コース、子どもから大人まで楽しめるショートコース
の2コースを予定しております。佐田岬の魅力を地域
のグルメとともにご家族やご友人とお楽しみくださ
い。

西予市
9月上旬
（予定）

花取り踊り 祭
❶野村町岡成集会所前広場
❷野村支所産業建設課
☎0894（72）1115

350年前のような大火災が再び起こらないように
地区民が花取り踊りを奉納します。

西予市
9/22（木・祝）

（予定）
日切地蔵大祭 祭

❶野村町日切地蔵
❷日切苑
☎0894（75）0810

日を決めて祈願すると願いが叶うといわれていま
す。お札・五色旗の奉納、御神酒サービス、もち
まきなどが行われます。

西予市 9月下旬 奥伊予秋の収穫祭
❶城川町下相・国道197号線沿い
❷特産品センターきなはい屋
☎0894（82）1100

新鮮なトマト、米、城川栗の展示即売で、旬の味
を提供します。お楽しみ企画や出店もあります。

西予市 9月下旬 土居家観月会
❶野村町惣川
　西予市野村茅葺き民家交流館「土居家」
❷西予市惣川公民館　☎0894（76）0111

土居家において琴・フルートの演奏、裏山ライト
アップ、ふるさと特産展、いもたきを開催します。

宇和島市 9/1（木）花踊り 祭
❶三間町曽根・天満神社
❷宇和島市三間支所
☎0895（58）3311

紺の法被姿の踊り手が、田歌と太鼓に合わせて、シ
デで飾られた真剣や鎌を手に勇壮な舞を披露します。

愛媛県
宇和島市

9/9（金）～
9/25（日）

南楽園観月祭

❶津島町・南楽園
❷南楽園　☎0895（32）3344
hががp://くくく.nanおekき.jp/
nanおekき@nanおekき.jp

園内中央芝生の特設会場において、秋の名月を愛で
ながら名物「いもたき」料理を満喫できます。（中央
芝生周辺を和風ライトアップします。）

（中秋の名月9/15）

宇和島市
9/10（土）～

10/10（月・祝）
秋期特別展

❶伊達博物館
❷伊達博物館
☎0895（22）7776

英国公使パークス来航150年記念展示。
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宇和島市 9/11（日）

四万十・南予横断
2リバービューライド
2016

❶道の駅みまほか
❷ 2リバービューライド運営事務局 
　（愛媛県南予地方局地域政策課 内）
☎0895（22）5211

四万十川に沿って通る国道381号線で繋がる高知県
と愛媛県の、それぞれの地域にある道の駅をエイド
ステーションとして自転車で走行するサイクリング
イベントです。

鬼北町
9月中の毎週金・土曜

（予定）
※荒天中止

鬼の里のいもたき
❶鬼北町近永鬼北町役場裏　奈良川河川敷
❷成川渓谷休養センター
☎0895（45）2639

奈良川河川敷で行ういもたき。
鬼北町のかにや特産品をふんだんに使った、いもた
きを食して下さい。

松野町 ９月上旬 予土交流球技大会

❶松野町・スポーツ交流センター等
❷松野町教育委員会
☎0895（42）1118
hががp://くくく.がoくn.maがかきno.ehime.jp

「県を越え川とスポーツで交流を」のテーマのもと、
四万十川流域の住民が会し、レクバレー、卓球、ゴ
ルフ、ゲートボールなどさまざまなスポーツ種目を
通じて、競い合い交流を深めるイベントです。

愛
　
媛
　
県

松山市 9/3（土） 湯築市

❶道後公園
❷湯築城資料館　☎089（941）1480
hががp://くくく.dogokoきen.jp
info@dogokoきen.jp

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。

愛媛県
9月上旬
（予定）

ふれあいフェスティバル
2016

❶未定
❷愛媛県人権対策課
☎089（912）2455

様々なスタイルの人権啓発行事を総合的、一体的に
実施することにより、より多くの県民の参加を促し、
人権尊重思想の普及高揚を図ります。【前年開催日：
9/6】

愛媛県
9月上旬
（予定）

愛媛の未来をひらく少
年の主張大会

❶未定
❷愛媛県青少年育成協議会
　（愛媛県男女参画・県民協働課内）
☎089（912）2415（直）

中学生が日ごろ考えていることや感じていることを、
広く社会に訴えることにより、社会の一員として自
覚を高めるとともに、育成関係者の理解を深めます。

【前年開催日：9/5】

松山市
9月上旬 
（予定）

愛媛県農山漁村ふるさ
とづくり推進大会

❶愛媛県生涯学習センター〔松山市〕（予定）
❷愛媛県農産園芸課
☎089（912）2557

食農教育や地域づくり等に関する実践発表、県内外
の事例紹介等を通じて、県内の農林水産業と食文化
に根ざした食育を推進します。

松山市 9/17（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://くくく.dogokoきen.jp
info@dogokoきen.jp

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します。専門家の最新の研
究成果をわかりやすく解説します。

西予市
9/17（土）～

11/27（日）

県歴史文化博物館特別展
「自転車ヒストリー ―夢と
希望をペダルに乗せて―」

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://くくく.i-おekihakき.jp/

激動の明治・大正・昭和。社会情勢や産業の変化に
応じて進化・発展し、いつもわたしたちの暮らしの
そばにあった自転車。本展は、我が国の明治・大正・
昭和の様々な自転車と、その時代背景の移り変わり
や、愛媛の「自転車のある懐かしい風景」等を紹介
します。

砥部町 9/22（木・祝） 動物なんでも相談

❶とべ動物園
❷とべ動物園
☎089（962）6000
hががp://くくく.がobeげoo.com/

動物愛護週間にちなんで動物愛護と適正な飼養につ
いて関心を深めることを目的として獣医が相談に応
じます。

砥部町 9/22（木・祝） 世界サイの日イベント

❶とべ動物園
❷とべ動物園
☎089（962）6000
hががp://くくく.がobeげoo.com/

サイの現状について飼育員が詳しく解説します。

松山市
9/28（水）～

11/6（日）
県美術館企画展

「いつだって猫展」

❶松山市・愛媛県美術館
❷愛媛県美術館
☎089（932）0010
hががp://くくく.ehime-aおが.jp/
bijけきがきkan@pおef.ehime.jp

本展では、浮世絵を中心として江戸時代に巻き起こっ
た「猫ブーム」の諸相を紹介します。浮世絵の温か
でありながら洗練された表現を愛好する人々は多く、
幅広い層に親しみをもってご覧いただける展覧会で
す。

松山市
9月下旬～

　10月上旬
　（予定）

第41回くすりと薬草展
❶未定
❷愛媛県薬事振興会
☎089（934）9510

医薬品、薬用植物等に関する正しい知識等の普及啓
発のためのイベント。薬事関係団体による展示、薬
剤師等によるお薬相談、薬用植物・民間薬相談、健
康度測定などを実施します。

砥部町
9月

（予定）
敬老月間記念行事

❶とべ動物園
❷とべ動物園　☎089（962）6000
hががp://くくく.がobeげoo.com/

園内長寿動物のお祝い会を行います。【前年開催日：
9/13】
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