
えひめイベントBOX116

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

１０
月

イイ トト
カカ レレ ンンダダーー
ンンベベ

月10
October

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
10/13（木）～
10/15（土）

かわのえ秋まつり 祭
❶四国中央市内（川之江地区）
❷四国中央市観光交流課
☎0896（28）6187

豪華絢爛の太鼓台が多数繰り出されます。

四国中央市
10/13（木）～
10/15（土）

四国中央市土居
秋まつり

祭
❶土居町内一円
❷四国中央市土居観光協会
☎0896（74）8825

四国中央市土居秋まつり中日の10月14日、恒例の「かき
くらべ」が、ふるさと広場で行われます。子供太鼓台、
大人太鼓台が次々に入場。威勢のよい掛け声とともに
高々と差し上げられると、その勇壮華麗な姿に町内外か
ら訪れた観客から盛大な拍手が送られ、秋まつりのムー
ドは最高潮に達します。

四国中央市
10/20（木）～
10/23（日）

伊予三島秋祭り 祭

❶三島・寒川・豊岡地区
❷伊予三島秋祭実行委員会事務局
　（四国中央市観光交流課内）
☎0896（28）6187
hががp://miかhima２maがかきおi.com/

○三島･豊岡地区
　10月21日（氏参り）地区巡行、
　22日（宵祭り）統一運行・夜太鼓、
　23日（神事）夜太鼓統一運行
○寒川地区
　10月20日 地区巡行、
　21日 地区巡行・夜太鼓、
　22日 統一運行 

四国中央市
10月の日曜日
（予定）未定

新宮秋の大収穫祭
❶霧の森
❷四国中央市観光交流課
☎0896（28）6187

地元特産品の販売、各種バザー、イベントステージ
でのミニゲームほかが行われます。

新居浜市 10/2（日）ウォーキング事業

❶新居浜市内
❷（一社）新居浜市観光協会
☎0897（32）4028
hががp://niihama.info/

「あかがねのまち新居浜」に点在する別子銅山産業遺
産群を巡るウォーキングルートを設定し、ガイドと
歩きながら新居浜市の歴史を学びます。また、俳人
夏井いつきさんにも同行していただき、往時に思い
を馳せながら俳句を詠み、参加者の投句による句会
ライブを開催します。

新居浜市 10/2（日）

第21回
生き生き幸せフェスティ
バル・ボランティアフェ
スティバル

❶新居浜市総合福祉センター
❷新居浜市社会福祉協議会
☎0897（32）8129
hががp://くくく.n２かけakけo.jp/

健康・福祉・医療を総合したフェスティバルです。
各種団体が主体となって、活動や福祉施設の紹介、
ボランティア体験コーナー、健康相談、食べ物や手
作り品の販売、フリーマーケット等、様々なイベント
を行います。スタンプラリー、ビンゴ大会等も実施。
チビッコが遊べるコーナーもあり、家族そろって楽し
めます。

新居浜市
10/8（土）・
10/9（日）

大島秋祭り 祭
❶大島島内
❷大島交流センター
☎0897（45）1006

土曜日の夜、「夜宮」の運行、日曜日に「船御幸」を
実施します。

愛媛県
新居浜市

10/8（土）～
11/20（日）

県総合科学博物館企画展
「永久磁石　～見て！触っ
て！学ぼう！～」

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://くくく.i２kahakき.jp/
kikakき@i２kahakき.jp

日本人科学者が携わってきた永久磁石開発を科学技
術史として紹介しながら、実験コーナーを通して磁
石の科学や環境について学びます。実際に永久磁石
を触って考える体験型展示を中心とした企画展です。

新居浜市
10/15（土）～
10/18（火）

新居浜太鼓祭り 祭

❶新居浜市内一円
❷新居浜市運輸観光課
☎0897（65）1261
hががp://くくく.ciがけ.niihama.lg.jp/

長さ約12 ～ 13メートル、高さ約5.5メートル、重さ
約3トンの太鼓台が、豪華な金糸の刺繍幕で飾られ、
約150人の男たちによって担がれる勇壮華麗な秋祭
りです。9地区に分かれて開催され、市内には現在
53台の太鼓台があります。

新居浜市 10月中旬～

第42回新居浜太鼓祭り
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（32）4028
hががp://niihama.info/

第42回を迎える写真コンテストです。新居浜太鼓祭
り期間中に撮影した太鼓台等の写真をご応募いただ
き、入賞作品約23点を選出いたします。12月中旬に
は表彰式及び応募作品全点の展示（約1週間）をイ
オンモール新居浜で行う他、後日入賞作品のみ新居
浜市役所ロビー展も開催いたしますので、奮ってご
応募下さい！

新居浜市
10月中旬～
11月上旬

第66回新居浜市美術
展覧会

❶新居浜市美術館
❷新居浜市教育委員会スポーツ文化課
☎0897（65）1303

市民の美術作品の展覧会が行われます。

新居浜市 10/23（日）長寿大運動会
❶船木小学校グラウンド
❷船木公民館
☎0897（41）6003

おもしろく楽しめる長寿会ならではの競技がいっぱ
いあります。秋空の下、グラウンドでスポーツを楽
しみます。

新居浜市
10月下旬
（予定）

新居浜生協まつり

❶マリンパーク新居浜
❷生活協同組合コープえひめ新居浜支所
☎0897（40）3355
hががp://くくく.coopehime.oお.jp/

組合員さんのサークル発表のステージイベントや産
直ひろば、フリーマーケットなどが行われます。【前
年開催日：10/31】

新居浜市
10月下旬～
11月上旬

第61回秋の芸術祭
❶市民文化センター大ホール、中ホール（予定）
❷新居浜市教育委員会スポーツ文化課
☎0897（65）1303

文化協会加盟サークルの発表会です。

新居浜市
10月下旬～

11月中旬の日曜日
校区文化祭・
公民館まつり

❶市内各所
❷新居浜市教育委員会社会教育課
☎0897（65）1300

小学校区ごとにバザーや日頃の芸術文化活動の成果
発表を行います。

西条市
10/8（土）

（18時30分～
20時30分）

第24回
東予秋祭り統一運行

祭

❶JR壬生川駅前通り
❷東予祭会　
☎090（1574）2132（園延）
hががp://くくく.ciがけ.かaijo.ehime.jp/

だんじり15台、太鼓台1台、獅子舞1組（予定）によ
る統一運行が秋祭りを盛り上げます。
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イベントカレンダーBOX 117

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

１０
月

イイ トト
カカ レレ ンンダダーー
ンンベベ

月10
October

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

西条市

10/8（土）・
10/9（日）、

10/14（金）～
10/17（月）

西条まつり 祭

❶西条市内一円
❷西条市観光物産課・西条市観光協会
☎0897（52）1446・0897（56）2605
hががp://くくく.ciがけ.かaijo.ehime.jp/
kanko@かaijo２ciがけ.jp
hががp://くくく.かaijo２imadoki.jp/

「西条まつり」は毎年10月体育の日の前々日・前日と
14日から17日まで、嘉母神社・石岡神社・伊曽乃神
社・飯積神社で催されます。四方を武者絵・太閤記・
平家物語・花鳥などの「透し彫」で飾られただんじ
りや、金糸銀糸の刺繍で飾られ大型の木車のついた
みこし、金糸銀糸で飾られ4本のかき棒で担がれる
太鼓台が、市内を練り歩きます。

西条市
10/9（日）～

10/17（月）
（予定）

小松秋まつり 祭

❶小松町地区内
❷西条市小松総合支所総務課
☎0898（72）2111
hががp://くくく.ciがけ.かaijo.ehime.jp/

だんじりとお神輿の運行や子ども相撲が催されます。
16日には小松小学校グラウンドにだんじりが集い、
勇壮なかきくらべを行います。

【前年開催日：10/11～ 17】

西条市 10/16（日） 磐根神社毛槍投奴 祭
❶丹原町・磐根神社
❷桜樹公民館
☎0898（73）2505

参勤交代を再現した奴道中が挟箱を先頭に、薙刀・
大鳥・小鳥毛槍とお旅所まで神輿先導します。

西条市 10/16（日） 綾延神社殿中奴 祭
❶丹原町・綾延神社
❷綾延神社
☎0898（68）0613

松下流殿中奴で、奴が進まないと神輿が進もうとし
て、小競り合いを繰り返す喧嘩奴で知られています。

西条市 10/30（日）
クラシックCarニバル
in 小松2016

❶石鎚山ハイウェイオアシス館
❷周桑商工会小松支所
☎0898（72）2119

四国をはじめ近県から集まった1980年代以前の旧車
180台以上を展示。豪華賞品が当たるビンゴゲーム、
宝投げ、バザーも開催します。【前年開催日：11/1】

西条市
10月下旬～

11月上旬
西条市東予地域文化祭

❶ 西条市中央公民館、東予体育館、東予郷土館、
東予図書館

❷西条市教育委員会西部分室
☎0898（64）2700

美術展、生花展など、だれでも楽しく郷土の文化に
接することができます。

【前年開催日：10/31・11/1】

西条市
10月下旬

（予定）

第15回
西条市レクリエーション
大会

❶東予運動公園
❷西条市レクリエーション大会実行委員会
☎0897（52）1255

ウォーキング大会やレクバレー、縄とび、ペタンク、
ストラックアウト等の各種軽スポーツ競技が行われ、
多くの人で賑わいます。

【前年開催日：10/25】

今治市 10/2（日） 波方町運動会
❶波方公園
❷今治市波方地域教育課
☎0898（41）7111

地区対抗の昔ながらの運動会です。

今治市
10/2（日）

（予定）
たまがわ
グリーンピック ’16

❶玉川総合公園運動場多目的広場
❷今治市玉川地域教育課
☎0898（55）2701

「いきいき健康・わくわくふれあい」をテーマに、誰
もが気軽に参加できる競技を中心にしており、当日
はバザーなども同時に行われています。
小学生からお年寄りまで広い年齢層の地域住民が参
加して、このイベントを盛り上げています。

今治市
10/2（日）

 （予定）
今治シティマラソン
2016

❶吹揚小学校会場、今治城西堀ロード発着（予定）
❷今治市体育振興課
☎0898（36）1604

今治市のスポーツの祭典で、2km（小学生）・3km（中
学生以上）・5km（中学生以上）・10km・ハーフマ
ラソン（高校生以上）の部門があり、県内外から多
数のマラソン愛好家が参加します。

今治市
10/8（土）・

10/9（日）
（予定）

今治せんいまつり2016
❶今治地域地場産業振興センター
❷今治地域地場産業振興センター
☎0898（32）3337

タオル生産日本一の今治から、日頃の感謝をこめて
特別価格にて奉仕します。また、各地区の地場産品（食
料品、民芸品など）が大集合。その他、親子で楽し
める体験教室やお楽しみ抽選会、バリバリ・ビジネ
ス・キッズ・プロジェクトなど、盛りだくさんのイベ
ントを用意しています。

【前年度開催日：10/10・11】

今治市
10/9（日）

（旧暦9/9）
大山祇神社抜穂祭 祭

❶大三島町・大山祇神社
❷今治市大三島支所産業建設課
☎0897（82）0500
大山祇神社　☎0897（82）0032

抜穂祭は新穀祭とも呼ばれる収穫祭です。また、こ
の大祭には一力山が目に見えない稲の精霊と角力を
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 10/10（月・祝） 市民ニュースポーツ大会
❶市営体育館ほか
❷今治市体育振興課
☎0898（36）1604

｢体育の日」に年齢・性別に関係なく楽しめるニュー
スポーツ（ペタンク・グラウンドゴルフ・シャフル
ボード・ソフトバレーボール）等の種目を集め、個
人や団体で参加する大会です。

今治市
10/15（土）

（予定）
今治市社会福祉大会

❶今治市公会堂
❷今治市社会福祉協議会
☎0898（22）6018

誰もが安心して生活できる福祉社会を実現するため、
特別講演や社会福祉事業功労者の表彰などを行いま
す。【前年度開催日：10/17】

今治市
10/16（日）

（予定）
おおにしフェスタ2016

❶藤山健康文化公園
❷おおにしフェスタ実行委員会
☎0898（53）3500

広場では参加型のイベント、ステージではダンスな
どの発表が行われ、会場には多数の屋台が出店しま
す。夕暮れには雰囲気を変えて美しい夢灯籠の花が
咲き誇り、皆さんをお迎えします。

【前年度開催日：10/18】

今治市
10/16（日）

（10月第3日曜日）
菊間祭り

（お供馬の走り込み）
祭

❶加茂神社
❷今治市菊間支所産業建設課
☎0898（54）3450

加茂神社で催される祭事で正装した馬に鞍が置かれ、
その上に友禅模様のふとんが敷かれます。その馬に
平袖の長襦袢をつけ、えびぞめのたすきを十文字に
かけた少年がまたがります。一週間前から潮垢離（し
おごり）をして身を清めた人馬は、約300mの参道
を一気に駆け抜けます。竹根のむちが「ピシッ」と
鳴り、「ホイヤー、ホイヤー」のかけ声で正装した人
馬が一団となり走るその姿は、美しく迫力に溢れま
す。
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えひめイベントBOX118

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

１０
月

イイ トト
カカ レレ ンンダダーー
ンンベベ

月10
October

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

今治市
10/22（土）・

10/23（日）
（予定）

第37回
今治タオルフェア

❶テクスポート今治
❷四国タオル工業組合
☎0898（32）7000
hががp://くくく.かがia.jp/

産地メーカーが出店し、各種タオル製品を奉仕価格
で販売する他、小・中学生タオルデザイン展とタオ
ル体操コンテスト等を実施します。また、メーカー
各社による新製品展示発表会を行います。期間中は、

「織物体験コーナー」を設置しています。
【前年度開催日：10/24・25】

今治市
10/22（土）・

10/23（日）
八幡神社地方祭 祭

❶朝倉下・八幡神社
❷今治市朝倉支所産業建設課
☎0898（56）2500

獅子舞などが行われます。
【前年度開催日：10/25】

今治市

10/23（日）～
11/13（日）の

土曜日または
日曜日（予定）

今治文化芸術祭
❶今治市中央公民館・今治市河野美術館ほか
❷今治市文化振興課
☎0898（36）1608

今治文化協会会員が、日頃の活動の成果を披露し、
文化の向上に寄与します。
芸能祭、音楽祭、囲碁大会、茶会、文芸大会、いけ
ばな展等の催しが多数あります。

【前年度開催日：10/18 ～ 11/14】

愛媛県
今治市 
上島町 

（広島県
尾道市）

10/30（日）

瀬戸内しまなみ海道
国際サイクリング大会
サイクリングしまなみ
2016

❶今治市及びしまなみ海道沿線
❷ 瀬戸内しまなみ海道・国際サイクリング大会実

行委員会（愛媛県今治支局商工観光室）
☎0898（23）2559
hががp://cけcling２かhimanami.jp/

サイクリングの聖地・瀬戸内しまなみ海道で開催さ
れる国際サイクリング大会です。橋の自転車道や島
内一般道路を走ります。スピードを競うのではなく
景観を楽しみながら走るので、ファミリーから健脚
者まで楽しんでいただけます。

今治市
10月下旬

（予定）
吉海文化芸能祭

❶今治市吉海B&G体育館、
　今治市吉海開発総合センター
❷今治市吉海地域教育課
☎0897（84）2111

生花・陶芸・押花・書道等、保育園児から一般の方々
の作品の展示や体験コーナー、民舞・大正琴・ダン
ス等、日頃の練習の成果を発表する芸能祭も同時開
催します。また、婦人会によるバザー、老人会等の
出店もあります。【前年度開催日：10/24・25】

今治市
10月下旬

（予定）
かわら館フェスタ2016
～バラ＆ゆめロード～

❶瓦のふるさと公園かわら館
❷瓦のふるさと公園かわら館
☎0898（54）5755

バラ：100種900株の大輪・中輪・ミニバラが公園
内に咲き誇ります。
ゆめロード：2000本の瓦灯籠が点灯され、幻想的な
世界を醸し出します。
飲食ブース：瓦の窯で焼いたピザ、焼そば、カレー、
じゃこ天、フランクフルト、フライドポテト、パンな
ど。
手形体験、バラ苗の販売なども行います。

【前年度開催日：10/24】

今治市
10月

（予定）
伯方の秋祭り 祭

❶伯方町全域
❷今治市伯方支所産業建設課
☎0897（72）1500

秋たけなわの10月、全地区でいっせいに秋祭りの神
輿が練り出します。島の各所で、幟が風にはためき、
神輿を練る威勢のよいかけ声が響き、賑やかです。

【前年度開催日：10/10・11】

今治市
10月

（予定）
宮窪の秋祭り 祭

❶宮窪町・町内一円
❷今治市宮窪支所産業建設課
☎0897（86）2500

２日間に渡って町内各地で催される地方祭です。１
日目は、獅子・耶倶楽・神輿と宮出しし、宮窪港か
ら「海上渡御」が行われます。途中、海上では獅子
舞などが行われ、上陸後、２台の神輿によるけんか
神輿、獅子舞が行われます。２日目は、お神酒取と
陸上渡御、けんか神輿が行われます。

【前年度開催日：10/11・12】

今治市
10月

（予定）
今治商人まつり

❶今治商店街
❷今治商店街協同組合
☎0898（32）0122

よさこい演舞や水軍鍋、射的場など各種イベントが
行われます。【前年度開催日：10/10・11】

今治市
10月

（予定）
朝倉地域大運動会

❶朝倉下・朝倉緑のふるさと公園
❷今治市体育協会朝倉支部
☎0898（56）2024

むかで競争、パン喰い競争やチーム対抗リレーなど
が行われ、珍プレー、好プレー続出の楽しい運動会
です。【前年度開催日：10/4】

上島町
10月上旬～下旬

（予定）
秋祭り（町内各地区） 祭

❶上島町全地区
❷上島町岩城総合支所産業振興課
☎0897（75）2500
hががp://くくく.がoくn.kamijima.lg.jp/

町内各地区において、約1ヶ月にわたり、奴・だんじ
り・神輿等が繰り出して大変賑わいます。

中
　
　
　
予

松山市 10/1（土）湯豆腐忌
❶庚申庵史跡庭園
❷NPO法人GCM庚申庵倶楽部
☎089（915）2204

栗田樗堂の命日にあわせ、その功績を偲びます。

松山市
10/1（土）
（予定）

種田山頭火遺品
特別公開

❶一草庵
❷松山市文化財課
☎089（948）6891

俳人・種田山頭火が松山に到着した日を記念し、遺
品である鉄鉢等を展示して顕彰します。

松山市

10/1（土）～
10/7（金）
（予定）

※10/3（月）は
休館

第35回
松山市民文化祭美術展

❶松山市総合コミュニティセンター・
　企画展示ホール
❷松山市文化協会　
☎089（909）8008

市民美術の発表・鑑賞の場として、洋画、日本画、
版画、書、工芸、写真、彫塑、デザインの8部門によ
る美術展を開催します。

松山市
10/3（月）
（予定）

第15回松山城薪能 祭
❶松山市堀之内公園やすらぎ広場
❷松山城薪能実行委員会
☎089（948）6555

ライトアップされた松山城天守閣や二之丸史跡庭園
を背景に、篝火揺らめく幽玄の世界が味わえる薪能
が開催されます。

松山市
10/5（水）～
10/7（金）
（予定）

松山地方祭（松山地域） 祭
❶松山市（松山地域）
❷松山市観光・国際交流課
☎089（948）6556

一体走り（松山市指定無形民俗文化財・勝岡神社）、
みこし鉢合わせ（市内各所）ほかが行われます。
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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

１０
月

イイ トト
カカ レレ ンンダダーー
ンンベベ

月10
October

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 10/8（土）
子規さんの誕生日会席
膳を楽しむ会

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://かikihakき.leかp.co.jp/

「仰臥漫録」に残されたお品書きをもとに、子規や漱
石が訪れたことのある市内の旅館において、再現し
た誕生日会席膳や館長の講話を楽しむ会を開催しま
す。

松山市 10/10（月・祝）
子規生誕祭
「のぼさんとあそぼ秋祭り」

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://かikihakき.leかp.co.jp/

子規の誕生日である10月14日を取り上げた、子ども
から大人までが楽しめる内容のイベントを開催しま
す。

愛媛県
松山市

10月上旬
（予定）

愛媛県・松山市連携事業
「掘ったぞな松山2016　
後期展」講演会

❶松山市考古館
❷松山市考古館　☎089（923）8777
hががp://くくく.cきl２かpo.oお.jp/ko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 10月上旬 松山地方祭（北条地域） 祭
❶松山市（北条地域）
❷松山市観光・国際交流課
☎089（948）6556

だんじり練り、神輿落としほかが行われます。

松山市
10月上旬～
11月上旬の

土日祝（予定）
秋の演奏会

❶松山城二之丸史跡庭園
❷伊予鉄道（株）二之丸・堀之内管理事務所
☎089（921）2000

大正琴・ヴィオリラ・篠笛・電子ピアノなどの演奏
を実施します。

松山市
10/11（火）

（予定）
一草忌

❶一草庵
❷松山市文化財課
☎089（948）6891

俳人・種田山頭火の没した日にあたり、遺品である
鉄鉢等を展示して顕彰します。

松山市
10/15（土）・
10/16（日）

みんなの生活展2016
❶大街道商店街
❷市民相談課
☎089（948）6381

消費生活のあり方、環境への配慮、心身の健康につ
いてよく考え、市民・行政・事業者がお互い力を合
わせて、これらの問題に取り組み「安全・安心に暮
らせる社会」を実現することを目的に開催するもの
です。

松山市
10/16（日）、
10/23（日）

（予定）

第35回松山市民文化祭
芸術祭「伝統芸能と現
代芸能の祭典」

❶松山市民会館・中ホール
❷松山市文化協会
☎089（909）8008

松山市文化協会会員団体による音楽・舞踊・芸能な
どの公演を行います。

松山市
10月中旬
（予定）

お城と月の物語
❶松山城山頂広場
❷松山城総合事務所　
☎089（921）4873

観月祭として月見団子やいもたき配布ほかが行われ
ます。

松山市 10月中旬～下旬 松山地方祭（中島地域） 祭
❶松山市（中島地域）
❷松山市観光・国際交流課
☎089（948）6556

神輿他が催されます。

松山市
10月中旬～

12月上旬（全８回）
（予定）

ゴスペル教室
（第２期）

❶松山市民会館リハーサル室
❷松山市民会館
☎089（931）8181

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
10月中旬
（予定）

マツヤマ
お城下リレーマラソン

❶松山城山公園
❷マツヤマお城下リレーマラソン実行委員会事務局
☎089（935）2322

フルマラソンと同じ42.195kmを、複数人で力を合
わせ走破するリレーマラソン大会です。

松山市 10/23（日）
第34回
子規顕彰全国短歌大会

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/

短歌を事前募集し、大会において表彰、歌評。記念
講演があります。

松山市
10/23（日）

（予定）
第20回
あそぼうフェスタ

❶城山公園（堀之内地区）（予定）
❷松山市中央児童センター
☎089（933）9311
hががp://くくく.maがかきけama２かくくo.jp/jido/c_
gaiけo.hがml

松山市の児童館が城山公園に大集合！みんなが大好
きな遊びがいっぱい。ステージショーもあります。家
族で１日楽しめるイベントです。

松山市
10/23（日）

（予定）
第25回野外活動セン
ターまつり

❶松山市野外活動センター
❷松山市野外活動センター
☎089（977）2400

青少年団体や、地元五明地区住民の方々をはじめ、
多くの方々の協力を得て、場内の自然や施設を生か
した野外活動の体験や各種イベント・バザー等を通
じて楽しい秋の一日を過ごしていただきます。

松山市 10/30（日）松山市民体育祭2016
❶河野別府公園市民グラウンド
❷松山市スポーツ振興課
☎089（948）6889

スポーツを通じ、市民の健康保持、健康増進および
公民館相互の親睦と交流を図る体育祭です。

松山市
10/30（日）

（予定）
自然探訪（自然観察会）

❶未定
❷松山市文化協会　
☎089（909）8008

松山市民の自然に対する見識を深め、自然愛護の精
神を培うため、現地に赴き自然や樹木を観察します。

松山市
10月下旬
（予定）

『坂の上の雲』
ふるさとウォーク

❶松山市内
❷松山市坂の上の雲まちづくりチーム
☎089（948）6996

『坂の上の雲』ゆかりの地をはじめとした地域資源を
巡るウォークイベントです。

松山市
10月下旬
（予定）

ワンダーランド
「河野氏まつり」

❶高縄山・北条ふるさと館・鹿島
❷ワンダーランド河野氏まつり実行委員会
☎089（993）0567

高縄山ブナ林もみじまつり・河野氏関係交流会・鹿
の角切りが催されます。
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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

１０
月

イイ トト
カカ レレ ンンダダーー
ンンベベ

月10
October

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
10月下旬～

11月上旬
（予定）

第113回
松山植木まつり

祭

❶松山総合公園
❷松山市公園緑地課
☎089（948）6546
hががp://くくく.ciがけ.maがかきけama.ehime.jp/
koきen/

都市緑化推進のため、良質な植木、花鉢などを展示
即売するとともに、緑化指導員による「みどりの相
談所」を開設します。

松山市
10月下旬～

11月上旬
（予定）

第18回緑化市民まつり 祭

❶松山総合公園
❷松山市公園緑地課
☎089（948）6546
hががp://くくく.ciがけ.maがかきけama.ehime.jp/
koきen/

まちづくり作画コンクール、緑化推進ポスター原画
コンクール、花壇コンクールの入賞作品を鑑賞して
いただくことにより、美しい花づくりに対する関心や
緑化意識の高揚等、市民ひとりひとりが潤いや安ら
ぎを感じる「魅力ある緑化」の実現を図ります。

松山市
10月下旬

（予定）
親子ふれあい
食育レストラン

❶松山市野外活動センター
❷松山市教育委員会事務局保健体育課
☎089（948）6812

調理をすることで、親子のふれあいを深めるととも
に、食に対する関心と感謝の心を醸成することを目
的としたイベントです。

松山市
10月下旬

（予定）
小品盆栽展

❶松山城二之丸史跡庭園
❷伊予鉄道（株）二之丸・堀之内管理事務所
☎089（921）2000

ミニ盆栽展示・園芸相談会を開催。

松山市
10月

（予定）
りっくる祭

❶まつやまRe・再来館
❷まつやまRe・再来館
☎089（968）7153
hががp://home.e２caがぎ.ne.jp/おikkきおき/

ゴミ減量・リデュース・リサイクルについて楽しみな
がら体験を通じて学べる様々なイベントを行います。

松山市
10月

（予定）
第３回キッズスポーツ
フェスタ

❶松山中央公園
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）6154

いろいろなスポーツの指導を受けることにより、ス
ポーツの楽しさを体感してもらうとともに、自分に
合ったスポーツと出会う機会をご提供します。

松山市
10月

（予定）
石井・浮穴の古代史セ
ミナー

❶公民館ほか
❷松山市考古館　☎089（923）8777
hががp://くくく.cきl２かpo.oお.jp/ko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。

松山市
10月

（予定）
オーバーナイト
ハイキング

❶松山市内一円
❷松山市青少年育成市民会議
☎089（907）7826　
hががp://mbけc.jp/

ゴール時の達成感や人の温かみに触れる経験を今後
の活力としてもらうことを目的に、参加者が複数の
班に分かれて班員同士で助け合いながら、市内約
42kmのコースを一晩かけて歩きます。

東温市 10/8（土） 獅子舞大会 祭
❶中央公民館・川内公民館
❷東温市生涯学習課　☎089（964）1500
　川内公民館　☎089（966）4721

地区ごとに、それぞれ秋祭りに向け練習した獅子舞
を披露します。

東温市 10/16（日）
井内　
棚田の新米まつり

❶農家レストラン「ぼたん茶屋」
❷井内新米まつり実行委員会
☎089（966）6620

市内外から訪れた皆様をおもてなしするために、新
米おにぎりと豚汁が振舞われます。また、井内地区
の美しい棚田でつくられる「井内米」、「どぶろく」を
はじめ、新鮮な野菜や農産物加工品（山菜おこわ、
お餅など）の販売が行われます。

東温市
10月

（予定）
東温市健康フォーラム

❶中央公民館
❷東温市健康推進課
☎089（966）2191

東温市医師会・東温市歯科医師会・愛媛医療セン
ター・愛媛大学医学部附属病院・東温市の共催によ
る健康に関するイベントです。医師による講演やシ
ンポジウムのほか、歯科健診、健康相談、救急救命
実技や特産品の販売などを行っています。

【前年開催日：10/4】

久万高原町
10/1（土）～

12月下旬
（予定）

かかしの里づくり
❶久万農業公園
❷久万農業公園
☎0892（41）0040

久万高原町の農業・農村の魅力を幅広く伝えるため
に、工夫を凝らしたかかしを展示します。

久万高原町
10/2（日）

（予定）
第22回
やなだに産業まつり

❶やなだにさんさんドーム
❷やなだに産業まつり実行委員会
☎0892（21）2061

農産物展・コンクール、しいたけのつかみどり、木
工作品の展示・コンクール、親子木工教室、牛の体
重当てクイズ、牧草投げ大会、福引餅まき、歌謡ショー
が催されます。

久万高原町
10/8（土）～

11/23（水・祝）

面河山岳博物館
秋の企画展

「第5回石鎚山系写真展
－石鎚山系の自然景観
を読み解く」

❶面河山岳博物館
❷面河山岳博物館
☎0892（58）2130

久万高原町在住のアマチュア写真家・秋本栄氏撮影
による石鎚山系の大型風景写真約20点について、解
説を入れて自然景観を読み解きます。

久万高原町
10/15 （土）・
10/16（日）

第46回久万林業まつり
❶久万公園ほか
❷久万高原町森林林業課
☎0892（21）1111

森林や林業に対する理解を深めてもらうため、木と
ふれあう多彩なイベントを行います。

久万高原町
10/23（日）

（予定）
久万高原秋の収穫祭

❶久万農業公園
❷久万農業公園
☎0892（41）0040

農産物販売、石窯ピザ焼き体験、景品付き餅まき、
かかしコンクール入賞作品発表など、さまざまなイ
ベントを行います。

久万高原町 10月下旬
第21回
久万高原マラソン大会

❶久万公園ほか
❷久万高原マラソン大会実行委員会
☎0892（21）2808

秋の久万高原を舞台に、大人はハーフマラソン、10
㎞ロード、5㎞コース、子どもは3㎞、1.5㎞コースが
あり、県内外からランナーを招き開催されます。

松前町
10/14（金）・

10/15（土）
地方祭 祭

❶松前町内各地
❷松前町総務課
☎089（985）4103

町内各地で神輿や獅子舞等が行われます。
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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

１０
月

イイ トト
カカ レレ ンンダダーー
ンンベベ

月10
October

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

松前町
10/29（土）・
10/30（日）

（予定）
まさき文化祭

❶松前町・松前総合文化センターほか
❷松前町社会教育課
☎089（985）4135

各種作品展示会、芸能発表会、獅子舞競演会、フリー
マーケット等、様々な催しが行われます。

伊予市 10/30（日）
第20回しおさい
クリテリウム駅伝

❶伊予市森・しおさい公園
❷伊予市教育委員会社会教育課
☎089（982）5155

競技力向上を図るとともに、会場であるしおさい公
園を含む伊予市をアピールすることを目的として開
催。公園周辺を7区間、40.0㎞の周回コースで競い
ます。

伊予市
10月下旬
（予定）

第9回いよし市民総合
文化祭＆ふるさと
フェスティバル

❶ウェルピア伊予
❷いよし市民総合文化祭実行委員会
　（伊予市教育委員会社会教育課内）
☎089（989）9872

アートフェスティバル・こども美術展・ふるさと芸能
大会などを開催します。

南
　
　
　
　
予

内子町
10月下旬～
11月上旬、

紅葉の見頃の一日
きて・みて・みやま

❶内子町・小田深山キャンプ場
❷小田深山荘
☎0892（52）2384

紅葉に彩られた小田深山で、秋の深山を楽しみ尽く
すイベント。紅葉狩りの他にも、内子の自然を活か
したワインや体験メニューなど、各種お取りそろえ
で大歓迎！当日はバスでの送迎もあり、山道に不慣
れな方でも安心です。

大洲市
10月上旬

（予定）
第7回大洲産業フェスタ
2016

❶たいき産直市「愛たい菜」駐車場
❷大洲市商工産業課
☎0893（24）2111

市内の事業体（企業・団体）が一堂に会し、商品
の実演販売や対面販売、事業内容の展示・PRを行
います。また、抽選会やもちまき・菓子まきなど
様々なアトラクションも開催されます。

大洲市 10/15（土） 松本零士先生と食事会
❶大洲市新谷町矢落川堤防沿い
❷大洲市新谷公民館
☎0893（25）0024

新谷にゆかりのある漫画家　松本零士先生をお招
きして、矢落川堤防沿いに長テーブルを並べ、申
込者218（にいや）名と松本先生が一緒に食事を
するイベント、野外ライブ、夕暮れからは町内を
キャンドルで彩る光のイベントを実施。

大洲市 10/15（土）
第20回科学体験フェス
ティバル in 大洲

❶国立大洲青少年交流の家・長高水族館
❷大洲市教育委員会生涯学習課
☎0893（24）1735

子供たちが科学実験や工作、または生物観察をす
るイベント。楽しい実験や工作が盛りだくさんで
す。

大洲市 10/16（日） 大和太陽の広場
❶大洲市立大和小学校
❷大洲市大和公民館
☎0893（52）2831

青少年健全育成と地域の活性化を目的として、走
ろう・歩こう大会、バザー、即売会、郷土芸能の
発表会等多彩な催しが行われます。

大洲市
10/16（日）

（予定）
河辺ふれあいフェスタ
2016

❶大洲市河辺町三嶋・河辺ふるさとの宿付近
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/

地域住民手づくりのイベント。文化発表会・作品
展示、郷土芸能、バザー、ゲーム、もちまきなど
が催されます。

大洲市 10月中旬～下旬
親子米づくり体験
収穫祭

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
☎0893（24）2111

米の収穫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
で稲刈りをして頂きます。その他、餅つき体験も
実施します。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、ついた餅と収穫したお米、
野菜等のプレゼントがあります。

大洲市 10月下旬頃
地方祭

（三嶋神社／中居）
祭

❶大洲市河辺町内
❷大洲市河辺公民館
☎0893（39）2551

大洲市河辺町内各地区で神輿や牛鬼などの練り歩
きがあります。

大洲市 10月下旬頃 地方祭（天神社／神納） 祭
❶大洲市河辺町内
❷大洲市河辺公民館
☎0893（39）2551

大洲市河辺町内各地区で神輿や牛鬼などの練り歩
きがあります。

大洲市 10月下旬頃 地方祭（春日神社） 祭
❶大洲市河辺町内
❷大洲市河辺公民館
☎0893（39）2551

大洲市河辺町内各地区で神輿や牛鬼などの練り歩
きがあります。

八幡浜市

10/15（土）
10/16（日）
10/17（月）
10/22（土）

保内秋祭り 祭
❶八幡浜市保内町・各地区
❷八幡浜市商工観光課
☎0894（22）3111

五ツ鹿、唐獅子、四ツ太鼓などが町内を練り歩きます。
（15日磯崎地区、16日（10月第3日曜）喜須来地区、
17日喜木津地区、22日（10月第4土曜）三島神社秋
季大祭）

八幡浜市
10/18（火）・

10/19（水）
八幡浜みなと祭り 祭

❶八幡浜市・市内一円
❷八幡浜みなと祭協賛会
☎0894（22）3411

八幡浜名物「てやてや踊り競演大会」をはじめ、唐
獅子、五つ鹿踊り、神輿、牛鬼等も繰り出す市民総
参加の秋祭りです。

伊方町
10/2（日）

（予定）
風車まつり

❶瀬戸アグリトピア
❷伊方町産業振興課商工振興室
☎0894（38）0211（代表）
☎0894（38）2657
hががp://くくく.がoくn.ikaがa.ehime.jp/

巨大風車が立ち並ぶ壮大な風景の中で行われるイベ
ント。風の体験広場や特産品販売などを実施します。

【前年開催日：10/4】

伊方町
10/8（土）・

10/9（日）
三崎秋祭り（牛鬼と
四ツ太鼓の喧嘩練り）

祭
❶三崎港周辺
❷伊方町三崎総合支所
☎0894（54）1113

祭りのメインは、四ツ太鼓と牛鬼の喧嘩です。この
他に五ツ鹿踊り、稚児の舞、相撲甚句、唐獅子など
が披露されます。

【前年開催日：10/8・10/9】

伊方町
10/8（土）・

10/9（日）
（予定）

瀬戸地区秋まつり 祭
❶伊方町・瀬戸地区
❷伊方町瀬戸総合支所
☎0894（52）0111

毎年10月第2土・日曜日を中心に、各地区で四ツ太
鼓、五ツ鹿踊り、相撲甚句、稚児の舞、唐獅子、お
神楽、牛鬼などが披露されます。

【前年開催日：10/10・10/11】
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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

１０
月

イイ トト
カカ レレ ンンダダーー
ンンベベ

月10
October

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

伊方町
10/15（土）・

10/16（日）
（予定）

伊方地区秋季大祭 祭
❶伊方小学校・九町八幡神社
❷伊方町産業振興課商工振興室
☎0894（38）0211（代表）
☎0894（38）2657

郷内の五穀豊穣と人民繁栄を祈って各地区の出し物
が地区を回ります。最後に集まり、神事の後に決め
られた順序で「出し物」の披露奉納があります。

【前年開催日：10/17・10/18】

伊方町
10/30（日）

（予定）
ライブ in 佐田岬 !!
風のまつり

❶瀬戸農業公園
❷伊方町産業振興課商工振興室
☎0894（38）0211（代表）
☎0894（38）2657

佐田岬を元気にするグループによるライブ。お楽し
み抽選会や特産品販売コーナーもあります。

【前年開催日：11/15】

西予市
10/8（土）～

10/10（月・祝）
三瓶秋祭り 祭

❶三瓶町内各地
❷西予市三瓶支所産業建設課
☎0894（33）1114

10月の3連休に三瓶秋祭りが行われます。中でも2
日目に朝立地区で行われる「ねり」は牛鬼を先頭に、
金幣、奴、相撲甚句、唐獅子・五ツ鹿、神輿、四
つ太鼓と続き、およそ200mにも及ぶ大行列とな
ります。見所は牛鬼と四つ太鼓の「はち合わせ」
です。

西予市
10月上旬

（予定）

2016雑巾がけレース 
『Z-1グランプリ』in 
せいよ

❶宇和町二丁目旧宇和町小学校校舎
❷西予市商工会青年部宇和支部
☎0894（62）1240

109mの長い廊下がある宇和米博物館を競技場と
し、100ｍの速さを競う雑巾掛けのタイムレース。
一般男女の部・マスターズの部・小学生の部・ダ
ブルスの部などにわかれ熱戦が繰り広げられます。

西予市
10/16（日）

（予定）
遊子谷秋祭り 祭

❶城川町遊子谷
❷西予市観光協会城川支部　☎0894（82）1116
　遊子川公民館　　　　　　☎0894（85）0111

天満神社の秋祭りで、県指定無形民俗文化財の七
鹿踊りや、浦安の舞（予定）が奉納されます。

西予市
10月中旬～

11月中旬
野村秋まつり 祭

❶野村地区内の各地
❷西予市観光協会野村支部
☎0894（72）1115

五穀豊穣を祈る秋まつり。牛鬼・四ツ太鼓・鹿踊
りなどが町内に列をつくります。

西予市 10/22（土） 三島神社秋祭り 祭
❶宇和町・三島神社
❷西予市経済振興課
☎0894（62）6408

宇和町最大の秋祭り。牛鬼、四ツ太鼓、毛槍、神
子行列、お練り、山車、五ツ鹿踊りなど古式豊か
に繰り広げます。牛鬼と四ツ太鼓の鉢合わせは必
見です。

西予市
10/23（日）～

10/25（火）
（予定）

地方祭（各地区） 祭

❶明浜町各地区内
❷明浜町田之浜公民館　☎0894（64）1620
　高山公民館　☎0894（64）1292
　狩江公民館　☎0894（65）0301
　俵津公民館　☎0894（65）0001

各地区で神輿、牛鬼が練り歩き、地区ごとの味が
楽しめます。

西予市
10/24（月）

（予定）
宵宮の潮垢離

（高山地区）
祭

❶明浜町高山明浜支所裏海岸
❷明浜町高山公民館
☎0894（64）1292

賀茂神社の秋の大祭の前夜に行われ、祭に携わる
若者が、潮垢離で身を清めます。割木で篝火を焚き、
褌姿で掛け声と共に何度も海に飛び込んで、禊を
行い、最後に海につけていた牛鬼を引き揚げる勇
壮な行事です。

宇和島市 10/2（日）
第35回宇和島市
駅伝競走大会

❶宇和島市内
❷ 宇和島市教育委員会文化・スポーツ課スポーツ

振興係
☎0895（24）1111

宇和島市の住民を対象とした駅伝大会です。一般・
高校・中学男女別部門で実施されます。

宇和島市 10/2（日）
第58回四国西南地域
陸上競技大会

❶丸山公園陸上競技場
❷ 宇和島市教育委員会文化・スポーツ課スポーツ

振興係
☎0895（24）1111

四国西南地域の住民を対象とした陸上競技大会で
す。一般・中学・小学の部で各種陸上競技が実施さ
れます。

宇和島市 10/14（金） 三島神社秋祭り 祭
❶宇和島市内
❷三島神社
☎0895（22）2042

牛鬼、四ツ太鼓、獅子舞、走り込みなど伝統的秋祭
りが催されます。

宇和島市
10/15（土）

（予定）
篠相撲大会 祭

❶津島町・御槇小学校特設土俵
❷御槇公民館
☎0895（36）0001

小学生、中学生、高校生、一般の団体、個人戦、記
念もちまきが行われます。

宇和島市 10/16（日） 伊吹八幡神社秋祭り 祭
❶宇和島市内
❷伊吹八幡神社
☎0895（22）1282

山車（だし）にのせた太鼓を4人の子供が打ち鳴らす
四ツ太鼓や牛鬼、走り込みなど、伝統的秋祭りが催
されます。

宇和島市
10/16（日）

10月第3日曜日
きなはいや吉田三万石
2016（吉田産業祭）

❶吉田公民館･吉田支所前周辺
❷吉田三間商工会
☎0895（52）2233

おもてなしの心で皆さんに楽しんで頂くため、吉田
町の漁協・JA・商工会などが一体となって開催する
産業祭です。

宇和島市 10/19（水） 三浦天満神社秋祭り 祭
❶宇和島市内
❷三浦天満神社
☎0895（29）0359

牛鬼、四ツ太鼓、相撲練り、五ツ鹿踊りなど伝統的
秋祭りが催されます。

宇和島市
10月中旬～

11月上旬（予定）
大漁旗アート展

❶道の駅みなとオアシスうわじま　きさいや広場
❷宇和島市観光協会
☎0895（22）3934

大漁旗のデザインを募集し、選ばれた作品を大漁旗
にして、きさいや広場に展示します。

宇和島市 10/23（日） 三間町統一秋祭り 祭
❶三間町・宮野下
❷三嶋神社
☎0895（58）3025

鹿の子・唐獅子・牛鬼は早朝宮出しします。午後は、
太鼓を先頭に「お兵具」行列や神輿が続きます。

宇和島市 10/23（日）

えひめいやしの南予博
2016
記念闘牛大会

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://くくく.がoきgけき.com/

えひめいやしの南予博2016を記念し、定期闘牛大会
秋場所において県外から闘牛を招聘するなど事業を
拡充して実施します。
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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
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月
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月10
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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 10/29（土） 宇和津彦神社秋祭り 祭
❶宇和島市一円（出御：宇和津彦神社）
❷宇和津彦神社
☎0895（22）1276

牛鬼、八ツ鹿踊り、稚児行列、猿田彦など伝統的秋
祭りが催されます。

鬼北町
10/8（土）・

10/9（日）
（予定）

でちこんか2016
❶鬼北町近永　鬼北町役場裏　奈良川河川敷
❷鬼北町教育委員会・鬼北町企画振興課
☎0895（45）1111

2日間にわたって開催される鬼北町最大のイベント。
1日目の前夜祭は、えひめいやしの南予博2016の地
域コアイベントとして、「鬼のお太鼓の祭典コンテス
ト」と題して、鬼北町の「太鼓集団魁」をはじめ、
全国から邦楽団体を募集し和太鼓コンテストを展開
します。迫力ある演奏に魅了されること間違いなし
です！2日目は県内外から約120の出店が軒を並べて
物産販売を行うびっくり市や鮎・マスのつかみどり、
約2１500食分のきじ鍋を提供するジャンボきじ鍋、
ステージライブなど多くの催し物を予定しています。

鬼北町
10月下旬～

11月中旬
地方祭 祭

❶鬼北町内
❷鬼北町教育委員会
☎0895（45）1111

五ツ鹿踊り、子ども相撲甚句、四ツ太鼓、牛鬼、神
輿運行などが行われます。

松野町 10/2（日）
クロスカントリーマラソン
in 滑床黒尊2016（仮）

❶愛媛県滑床渓谷～高知県黒尊渓谷
❷松野町森の国創生課
☎0895（42）1116
hががp://がoくn.maがかきno.ehime.jp

愛媛県松野町を始め四万十流域にある林道を使った
マウンテンバイククロスカントリ―マラソン大会。普
段は走ることの出来ない国立公園の国有林を走行し、
大自然のなかで渓谷や景観の美しさを堪能できます。

松野町 10月中旬 ぽっぽ音楽祭
❶JR松丸駅周辺
❷松野町森の国創生課
☎0895（42）1116

温浴施設のある珍しい駅「JR松丸駅」のプラットホー
ムをステージにコンサートを実施します。その他、
予土県境、四万十流域の魅力を発信するトークイベ
ントやグルメイベントも同時開催します。

松野町 10/23（日） 秋まつり 祭
❶松野町内
❷松野町森の国創生課　☎0895（42）1116
hががp://くくく.がoくn.maがかきno.ehime.jp/

五穀豊穣を祝う伝統的祭り。獅子舞、五ツ鹿踊り、
牛鬼、四ツ太鼓、大名行列などが町を練り歩きます。
牛鬼と四ツ太鼓の鉢合わせは見物です。

松野町 10月下旬 秋の滑床自然観察登山

❶国立公園滑床渓谷
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/

滑床渓谷は、春の新緑、夏の避暑、秋の紅葉、冬の
雪化粧と四季を通じて、多くの方の目を楽しませてく
れる森の国の宝物です。このイベントは、例年、新緑
の5月と紅葉が始まる10月下旬頃に、滑床の大自然を
満喫し、自然のすばらしさを肌で感じとってもらおう
と実施しているものです。【前年開催日：中止】

松野町
10月・11月の

土日2日間
ロープ木登りで遊ぼう！

❶松野町滑床渓谷
❷NPO法人松野まちづくり青年会議
☎0895（42）1116

ロープを使った木登り体験。コツさえつかめば子ど
もも女性もすいすい木に登れます。高いところから
滑床渓谷を見渡せば鳥になった気分！

【前年開催日：11/22】

愛南町 10/1（土）
JAZZ in 四国（愛南町）
2016

❶愛南町御荘文化センター
❷JAZZ IN 四国（愛南町）実行委員会
☎0895（72）1012

地元の有志を中心にＪＡＺＺコンサートを企画・開
催予定です。

愛南町
10/2（日）

（予定）
愛南まるゴチ秋の味覚祭

❶愛南町広見「㈱レクザム敷地内」（予定）
❷愛南町商工観光課
☎0895（72）7315
hががp://くくく.がoくn.ainan.ehime.jp/

愛南町の新鮮な食材を活用したご当地グルメイベン
トです。
様々なご当地グルメを食べ比べできます。

愛南町 10/29（土） あいなん磯釣大会2016
❶愛南町西海・内海地区
❷愛南町西海支所　☎0895（82）1111
　愛南町内海支所　☎0895（85）0311

西日本屈指の釣り場愛南町「西海・内海」で、腕に
覚えのある釣り人たちが豪華賞品をかけ、各部門に
分かれて釣った魚の長寸を競うイベントです。

愛南町
10月

（予定）

愛南サッカーフェスティ
バル2016（レディース
の部・キッズの部）

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

小学生女子、保育園・幼稚園の児童、園児を対象と
して、サッカー大会を開催します。

愛
　
媛
　
県

松山市 10/1（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。

愛媛県
10/1（土）～

11/15（火） 
（未定）

えひめ山の日の集い
❶未定
❷愛媛県森林整備課保護緑化係
☎089（941）2111（内2597）

ＣＯ2吸収証書授与、森の名手・名人認定証、緑の
募金感謝状贈呈、分科会等を行います。

松山市 10/10（月・祝） 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。【前年
開催日：10/12】

松前町
10/10（月・祝）

（予定）
安全・安心ふれ愛フェア

❶エミフルＭＡＳＡＫＩ（予定）
❷愛媛県消防防災安全課
☎089（912）2321

交通事故をはじめ、犯罪や地震等の自然災害、火災
など身近に起こりえる事故や事件を未然に防止し防
衛方法を習熟するため、参加・体験型のイベントを
開催します。【前年開催日：10/12】

松山市
10月初旬

（予定）
トップアスリート
スポーツ教室

❶愛媛県総合運動公園
❷（公財）愛媛県スポーツ振興事業団
☎089（963）3211
hががp://くくく.epかc.jp
info@eco２かpo.com

国際大会、全日本大会で活躍したトップアスリート
を講師に招へいしてスポーツ教室を開催します。【前
年開催日：10/12】
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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

１０
月

イイ トト
カカ レレ ンンダダーー
ンンベベ

月10
October

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

松山市 10/15（土）
道後公園文化まつり
観月祭・茶会

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

道後の名物として定着したイベントで、湯築城跡（道
後公園）で、中秋の名月を愛でながら、伝統芸能等
を観賞します。

愛媛県
10月中旬～
11月末
（予定）

平成28年度
県民総合文化祭

❶県内各地
❷県民総合文化祭実行委員会事務局
☎089（912）2972
hががp://くくく.pおef.ehime.jp/
bきnkaかpoおがか@pおef.ehime.jp

今年で29回目を迎える芸術文化から産業分野にわた
るアマチュア文化の祭典です。総合フェスティバル、
舞台芸術公演、文芸大会など多彩な事業を県内各地
で開催します。

砥部町
10/23（日）

（予定）
とべ動物園の日 祭

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/

普段からご利用いただいている入園者の方へ感謝の
意を込めて実施します。【前年開催日：10/25】

松山市
ほか

10/30（日）、
11/6（日）ほか

愛媛スポーツ・
レクリエーション祭
2016

❶愛媛県総合運動公園ほか
❷愛媛県文化・スポーツ振興課
☎089（912）2983
hががp://くくく.pおef.ehime.jp/kけoikき/かpoおがか/
かhinko/index.hがml
bきnkaかpoおがか@pおef.ehime.jp

競技部門12種目、レクリエーション部門20種目、合
わせて32種目のスポーツ・レクリエーション競技を
開催します。

松山市 10月下旬

第54回愛媛県精神保健
福祉大会
「心のふれあい講座」

❶松山市総合コミュニティセンター
❷愛媛県精神保健福祉協会
☎089（934）5714

精神保健福祉に関する正しい知識の普及と啓発を図
り、県民自らの心の健康づくりを推進するとともに、
精神障害者やその家族に対する理解を深め、精神障
害者の社会復帰及びその自立の促進を目的に開催し
ます。精神保健福祉分野の功労者を表彰するほか、
講演会・心の美術展・パネル展示等を実施します。

愛媛県 10月下旬 第12回ふれあい祭
❶愛媛県在宅介護研修センター（松山市末町）
❷NPO法人「愛と心えひめ」
☎089（914）0721

県在宅介護研修センターに併設する高齢者福祉施設
の利用者やご家族と地域住民のみなさんが交流を深
めるイベントとして開催します。

愛媛県
10月下旬～
11月上旬
（予定）

「えひめ教育の日」推進
フェスティバル

❶未定
❷「えひめ教育の日」推進会議
☎089（945）8644
hががp://ehime２c.eかneが.ed.jp/kけoきikきnohi/
kけoきikきnohi.hがm

11月1日の「えひめ教育の日」をPRするため、子ど
もたちによるアトラクションや写真展など楽しいイベ
ントを開催します。【前年開催日：11/1】

新居浜市
10月下旬～
11月上旬
（予定）

平成28年度
人権ポスター展

❶愛媛県総合科学博物館（予定）
❷愛媛県教育委員会人権教育課
☎089（912）2962
hががp://ehime２c.eかneが.ed.jp/jinken/index.
hがml

県内の小・中・高等学校より募集した人権ポスター
の中から、特選と優秀作品を展示します。子どもた
ちの描くすばらしい作品を鑑賞することによって、人
権感覚を高めることができます。【前年開催日：
10/30 ～ 11/5】

松山市
10月

（予定）
2016年えひめ暮らしと
住まいフェア

❶アイテムえひめ（予定）
❷愛媛県建築住宅課
☎089（912）2760
hががp://くくく.pおef.ehime.jp/h41000/hoきかing２
faiお/がop.hがml

（9月下旬掲載予定）
kenchikきjききが@pおef.ehime.jp

住宅関係セミナー、住宅関係相談、住宅関連パネル
展示、住宅情報提供等を行います。【前年開催日：
10/24・25】

松山市
10月

（予定）
愛媛FC人権サポーター
デー

❶ニンジニアスタジアム
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：10/10】

愛媛県
10月

（予定）
愛媛の３R企業展

❶エミフルＭＡＳＡＫＩ（予定）
❷愛媛県循環型社会推進課
☎089（912）2356（直）
jきnkan２かhakai@pおef.ehime.jp

「愛媛県資源循環優良モデル」に認定された、環境に
やさしいリサイクル製品や循環型事業所、エコショッ
プの取組を紹介します。【前年開催日：10/10・11】

松前町
10月

（予定）
えひめ職業技能フェア

❶エミフルＭＡＳＡＫＩ（予定）
❷愛媛県労政雇用課
☎089（912）2504

えひめを支える匠や職業訓練生の技能を紹介し、も
のづくりの体験コーナーなどを設けます。【前年開催
日：11/28】
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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

11
月

イイ トト
カカ レレ ンンダダーー
ンンベベ

月11
November

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
11/12（土）・

11/13（日）
（予定）

四国中央市産業祭
❶伊予三島運動公園体育館及び周辺
❷産業祭実行委員会事務局
☎0896（28）6323

特産野菜などの展示即売、活魚安売り、もちなげ、
各種バザー、植木市ほかが催されます。

新居浜市
11/5（土）

（予定）

金栄ふれあいランド
～わくわくランドキッズ王
国・ふるさと青空マルシェ～

❶金栄公民館
❷金栄公民館
☎0897（33）3212

「わくわくキッズ王国」では、子どもたちが楽しめる
作品作りや体験コーナを設置。「ふるさと青空マル
シェ」では、地域の方の手作り品（おもち・野菜・花・
手芸用品等）の販売を行います。【前年度開催日：
11/7】

愛媛県
新居浜市

11/6（日）
県総合科学博物館
開館記念イベント

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://くくく.i２kahakき.jp/
kikakき@i２kahakき.jp

より多くの方に科博を楽しんでいただくため、博物
館の開館22周年を記念して、常設展観覧料を無料と
するほか、様々なイベントを開催します。

新居浜市 11/6（日） もみじ祭り

❶森林公園ゆらぎの森（パーゴラ内）
❷作楽工房またはオーベルジュゆらぎ
☎0897（64）2252・0897（64）2220
hががp://beかかhiけama.com/けきおagi/

山々の紅葉も始まり、ゆらぎの森も色づき秋を満喫
することができます。パーゴラ内では各種イベント
を実施します。

新居浜市
11月上旬～

（予定）
平成28年度企画展

❶広瀬歴史記念館
❷広瀬歴史記念館　
☎0897（40）6333

特別企画展を実施し、また記念講演会及び台所喫茶
店（旧広瀬邸でのカフェイベント）を実施予定です。

【前年開催日：10/17 ～ 11/29】

新居浜市
11月の日曜日

（予定）
にいはま農業まつり

❶イオンモール新居浜（予定）
❷JA新居浜市
☎0897（37）1110

農産物品評会、即売コーナー・農業技術展、生活展
コーナー、あかがね市等が行われます。【前年開催日：
11/23】

愛媛県
新居浜市

11月
（予定）

訓練まつり「新居浜
テクノフェスタ し16」

（新居浜校）

❶新居浜高等技術専門校
❷新居浜高等技術専門校
☎0897（43）4123

職業訓練生の日頃の実習成果物の展示や、訓練実習
の体験コーナーなどを設けます。また、各種バザー
等も実施します。【前年開催日：11/8】

西条市 11/6（日）
いしづち山麓SWEET
ライド

❶小松中央公園（西条市内一円）
❷西条市サイクリング大会実行委員会
☎0897（56）5151
hががp://くくく.かaijocけcling.jp/

西条市ならではの「水都（SWEET）」「果物やお菓子
（SWEET）」を味わえるサイクリングイベントです。
参加者は8月上旬から募集します。【前年開催日：
11/22】

西条市
11/6（日）

（予定）
東予地区米まつり・
魚まつり

❶西条市東予体育館駐車場
❷西条市東予総合支所農林水産課
☎0898（64）2700
hががp://くくく.ciがけ.かaijo.ehime.jp/

新米の試食・販売、鮮魚・水産加工品・農産物加工
品・各種団体の手作り食品の販売、餅つきの実演・
販売、餅投げ（２回）を実施します。【前年開催日：
11/1】

西条市
11月上旬

（予定）
柿まつり

❶ 丹原町・高松（赤い折鶴が目印）・JA周桑田野
女性部ふれあい直販所

❷周桑農業協同組合田野支所
☎0898（68）7078

特産のあたご柿や、野菜、果物等の農産物の直売、
宝投げや柿の早むき競争などのイベントが行われま
す。あたご柿は注文により、各地発送もできます。

【前年開催日：11/3】

西条市
11月上旬

（予定）
うちぬき水を使った
世界のコーヒーフェア

❶栄町上組商店街
❷三谷菓子店
☎0897（55）2675

西条市の名水「うちぬき」を使った世界のコーヒー
の無料試飲やフリーマーケットの出店など、家族で
楽しめるイベントが盛りだくさんです。

【前年開催日：11/8】

西条市
11月上旬～

11月中旬
（予定）

第59回西条市産業祭
❶西条農業高等学校
❷西条市産業祭事務局
☎0897（56）3611

西条農業高等学校を会場として、地域産業の振興と
活性化を図るため、農産物をはじめとする特産品等
の即売会、展示会を行うとともに、各種催し物を開
催します。【前年開催日：11/14・15】

西条市
11/12（土）・

11/13（日）
西条市小松文化祭

❶西条市小松公民館
❷西条市小松公民館
☎0898（72）2631

町内で活躍している各文化グループによる作品展示
や芸能発表会、町内各種団体によるバザー・販売な
どが催されます。【前年開催日：11/14・15】

西条市
11月中旬

（予定）
西条市石根地区
ふれあい文化祭

❶西条市石根公民館
❷西条市石根公民館
☎0898（72）2620

地域住民の文化的な活動、公民館活動の場として、
楽しく生きがいのある地域づくりをめざし、舞台発
表や作品展示、バザーを石根小学校学習発表会にあ
わせて開催しています。【前年開催日：11/15】

西条市
11月中旬～

12月上旬
西山興隆寺もみじ祭り

❶丹原町・西山興隆寺
❷西山興隆寺
☎0898（68）7275

もみじは約200本あり、11月中旬～下旬が見頃です。
11月第3日曜日、11月23日には甘酒の接待等もあり
ます。

愛媛県
西条市

11月下旬
（予定）

人権啓発講座
（東予地区）

❶未定
❷愛媛県人権対策課
☎089（912）2455

県、市町、企業、団体等における人権に関わる職員
をはじめ、人権に関心を持つ県民を対象とした講座
を開催します。【前年開催日：12/9】

今治市 11/3（木・祝） 関前文化祭（岡村島）
❶関前開発総合センター（岡村島）
❷今治市関前地域教育課
☎0897（88）2211

館内には絵画、書、生花、編物、手作り品等が展示
され、前広場では各種団体のバザー等即売会、小学
生による「えがおダンス」、中学生・一般による弓の
競射会等の催しものが行われます。

今治市
11/5（土）・
11/６（日）

（予定）
菊間文化祭

❶菊間小学校体育館（予定）
❷今治市菊間地域教育課
☎0898（54）5310

1日目は音楽祭（カラオケ大会）、2日目は芸能発表&
特別公演・お茶席・バザー・チャリティ蚤の市・ふ
るさと市を開催します。両日を通し総合文化展・石
油コーナー展などを実施します。菊間文化協会の主
催です。【前年度開催日：10/31・11/1】
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