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産業まつり・
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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
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
☎0ＤＥ6（2Ｄ）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
☎0ＤＥ7（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
☎0ＤＥ7（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
☎0ＤＥ7（64）2252・0ＤＥ7（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　
☎0ＤＥ7（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 ～ 11/2Ｅ】

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
☎0ＤＥ7（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
☎0ＤＥ7（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/Ｄ】

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
☎0ＤＥ7（56）5151
hががp://くくく.かaijocけcling.jp/

西条市ならではの「水都（SWＱＱT）」「果物やお菓子
（SWＱＱT）」を味わえるサイクリングイベントです。
参加者はＤ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
☎0ＤＥＤ（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
☎0ＤＥＤ（6Ｄ）707Ｄ

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
☎0ＤＥ7（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/Ｄ】

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
☎0ＤＥ7（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
☎0ＤＥＤ（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
☎0ＤＥＤ（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
☎0ＤＥＤ（6Ｄ）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
☎0ＤＥ（Ｅ12）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/Ｅ】

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
☎0ＤＥ7（ＤＤ）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
☎0ＤＥＤ（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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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

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
／
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
11/5（土）・

11/6（日）
（予定）

大西文化祭
❶大西公民館
❷今治市大西地域教育課
☎0ＤＥＤ（53）3500

住民交流、文化の振興を図るために開催されていま
す。町内で活動しているグループによる作品展示や
芸能発表会等の多彩な催しです。

【前年度開催日：10/31・11/1 】

今治市 11/6（日）
朝倉ふれあいフェスタ
2016

❶朝倉下・朝倉緑のふるさと公園
❷今治市朝倉支所住民サービス課
☎0ＤＥＤ（56）2500

全国より集まったアマチュアバンドによる「ブルー
グラスフェスティバル」、子供たちに大人気の遊具、
地域収穫野菜卸売などバザー、そして健康福祉まつ
り、文化祭と多彩な催しがいっぱいの総合イベント
です。

今治市
11/6（日）

（予定）
玉川ふれ愛まつり

❶グリーンピア玉川
❷今治市玉川支所住民サービス課
　今治市玉川支所産業建設課
　今治市玉川地域教育課
☎0ＤＥＤ（55）2211

農産物の品評会、ふれあい市、フリーマーケット、
文化サークルの作品展示やバザー、健康と福祉展等
を行い、地域の産業文化の発展と健康福祉の充実を
めざします。

今治市
11/6（日）

（予定）
第37回
玉川町芸能大会

❶グリーンピア玉川
❷今治市玉川地域教育課
☎0ＤＥＤ（55）2701

玉川公民館の主催で、歌や踊り・琴の演奏をはじめ
町内の各サークルによる発表を行います。

今治市
11月上旬

（予定）
湯ノ浦温泉まつり2016

❶今治市・湯ノ浦（桜井総合公園ほか）
❷桜井・湯ノ浦温泉活性化協議会事務局
　（ケーオーホテル）　☎0ＤＥＤ（4Ｄ）1Ｅ11

ダンスコンテストの開催やご当地グルメなどの出店、
湯ノ浦地区の施設の特別割引など数多くのイベント
を開催します。【前年度開催日：11/7・Ｄ】

今治市
11月上旬

（予定）
宮窪産業文化祭

❶今治市宮窪公民館
❷今治市宮窪地域教育課
☎0ＤＥ7（Ｄ6）2501

児童・生徒・一般の方々の作品展示、お茶席、特産
品即売青空市、バザー、農機具日用品即売会があり
ます。【前年度開催日：10/31】

今治市
11/12（土）・
11/１3（日）

波方産業文化祭
❶今治市波方支所周辺
❷今治市波方地域教育課
☎0ＤＥＤ（41）7111

前夜祭は歌謡ショー。地元産業の振興と文化の向上
を目的として、農水産物、商工物産の品評会と即売、
青空市、バザーと芸能発表会を実施します。

今治市
11月中旬

（予定）

第7回
安芸灘とびしま海道
オレンジライド2016

❶安芸灘とびしま海道
❷今治市関前支所産業建設課
☎0ＤＥ7（ＤＤ）2111

安芸灘とびしま海道の上蒲刈島（県民の浜）をスター
ト・ゴール会場に、沿線7島で黄金色のみかん畑の
豊かな自然や味覚を楽しむサイクルイベントです。
速さやテクニックを競うレース形式ではないため、
上級者はもとより、ご家族やカップルなど初心者の
方々も楽しめます。広島県呉市の後援をしています。

【前年度開催日：11/15】

今治市
11月中旬

（予定）
中学生ふるさと
伝承文化発表会

❶未定
❷今治市上浦地域教育課
☎0ＤＥ7（Ｄ7）3000

島内に伝わる祭り等の伝統文化を地元の中学生が体
験継承し発表する場となっています。

【前年度開催日：11/15】

今治市
11月

（予定）

第4回
今治タオル
リレーマラソン大会

❶波方運動公園多目的広場（予定）
❷今治市体育振興課
☎0ＤＥＤ（36） 1604

今治の特産品であるタオルで作ったタスキを使用し、
42.1Ｅ5㎞をリレーしてチームで完走します。走る順
番や何周走るかは自由です。

【前年度開催日：11/2Ｅ】

今治市
11月

（予定）
朝倉文化祭・芸能発表
大会

❶朝倉公民館
❷今治市朝倉地域教育課
☎0ＤＥＤ（56）2024

朝倉公民館の主催で、歌、演奏、踊りなどの朝倉文
化協会の芸能部門のサークルによる発表を行います。

今治市
11月

（予定）
第3回ツール・ド・玉川

❶今治市玉川福祉センター
❷（公社）今治地方観光協会
☎0ＤＥＤ（22）0Ｅ0Ｅ

今治市の奥座敷「玉川」。ここは里山、渓谷、山岳、
と変化に富んだ風景を堪能できる緑豊かな美しい地
域。また、伊予の三湯の一つ「鈍川温泉」を有して
います。しまなみ海道からわずか15kmほどでまった
く違った自然を体験できる「玉川」は今、地元の自
転車乗りの聖地となりつつあります。

【前年度開催日：11/22】

上島町
11月中旬

（予定）
ゆめしまサイクル2016 
in かみじま

❶弓削・生名島・佐島
❷上島町観光協会
☎0ＤＥ7（72）Ｅ277
hががp://くくく.kamijima.info/

穏やかな時間が流れるゆめしま海道でのんびりと各
所を巡りながらサイクリングを楽しむイベント。

上島町
11月中旬 

（予定）

上島町産業まつり
“大収穫祭！青いレモン
まつり＆しまなみ・
かんきつフェスタ2016”

❶岩城島：愛媛県産地育成室岩城駐在所
❷上島町岩城総合支所産業振興課
☎0ＤＥ7（75）2500
hががp://くくく.がoくn.kamijima.lg.jp/

島の産業振興のため、農産物の品評展示、産業及び
商業関係団体の各種バザーの他に、柑橘栽培研究の
本場の技術を学ぶことができます。

中
　
　
予

松山市
11/3(木・祝)

（予定）

子規博友の会ツアー 
～夢二と漱石の足跡を
訪ねる～

❶岡山県岡山市
❷松山市立子規記念博物館友の会
☎0ＤＥ（Ｅ31）5566

「動く博物館教室」を基本として、広く学ぶ楽しさを
知ってもらうイベントです。

愛媛県
松山市

11/5（土）・
11/6（日）

（予定）

ゆるキャラ®グランプリ
2016 ｉｎ 愛顔のえひめ

❶松山市堀之内公園芝生広場
❷愛媛県企画振興部政策企画局広報広聴課
☎0ＤＥ（Ｅ12）2240

西日本初開催のゆるキャラグランプリ全国大会。全
国各地からゆるキャラが集合します。

松山市
11/5（土）・

11/6（日）
（予定）

青少年のための科学の
祭典

❶松山市総合コミュニティセンターこども館
❷松山大会実行委員会事務局
☎0ＤＥ（Ｅ62）51Ｄ5

いろいろな科学実験やサイエンスショーを行います。

松山市 11/10（木）
第64回西日本都市監査
事務研修会

❶松山市総合コミュニティーセンター
❷監査委員事務局
☎0ＤＥ（Ｅ4Ｄ）6614

全国都市監査委員会会員都市の西日本地区（中国・
四国・九州）の監査委員及び関係職員が一堂に会し、
監査制度の円滑な運営とその進展を図ることを目的
とした研修会を行います。
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イベントカレンダーBOX 127

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

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
11/19（土）・
11/20（日）

（予定）
秋の生活文化部展示会

❶ 松山市総合コミュニティセンター・コミュニティ
プラザ

❷松山市文化協会
☎0ＤＥ（Ｅ0Ｅ）Ｄ00Ｄ

松山市文化協会の会員による、盆栽・椿・バラ・水
石の展示会を開催します。

松山市
11月中旬
（予定）

若草福祉まつり2016 祭
❶松山市総合福祉センター
❷松山市社会福祉協議会
☎0ＤＥ（Ｅ21）2111

各ボランティア団体等の発表会、子ども向けイベン
トほか、ボランティア体験コーナー、各種バザー、
子どもゲームコーナー、食べ物販売などを行います。

松山市
11月中旬
（予定）

石手川ダム上流域の
河川等清掃

❶石手川ダム上流域
❷石手川ダム水質保全協議会事務局
☎0ＤＥ（Ｅ77）0510
hががp://くくく.ciがけ.maがかきけama.ehime.jp/kきおaかhi/
kきおaかhi/joかきido/keikakき/kaかenかeiかoき.hがml

「石手川ダム」の水質を守るため、毎年600名前後の
ボランティアが参加して、ダム上流の河川や道路の
清掃を行っています。

松山市
愛媛県

11月中旬
（予定）

愛媛県・松山市連携事業
「いにしへのえひめ2016」
報告会

❶松山市考古館
❷松山市考古館　☎0ＤＥ（Ｅ23）Ｄ777
hががp://くくく.cきl２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
11/23（水・祝）

（予定）
みんなの消防フェスタ
2016

❶松山市総合コミュニティセンター
❷松山市消防局地域防災課
☎0ＤＥ（Ｅ26）Ｅ245

広く市民に防火・防災について関心を深めてもらい、
安全で安心して暮らせる地域社会の実現のため各種
体験コーナーや啓発コーナーを開催します。

松山市 11/23（水・祝）
第51回子規顕彰
小中高校生俳句大会

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
☎0ＤＥ（Ｅ31）5566
hががp://かikihakき.leかp.co.jp/

松山市内の小中高校生より俳句を事前募集し、大会
において表彰、講評が行われます。

松山市
11/26（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）
☎0ＤＥ（Ｅ51）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
11月下旬
（予定）

寒蘭展
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
☎0ＤＥ（Ｅ21）2000

寒蘭の展示会を開催します。

松山市
11月下旬
（予定）

二之丸「光の庭園」
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
☎0ＤＥ（Ｅ21）2000

もみじのライトアップ＆庭園内イルミネーションによ
る幻想の世界を演出します。

松山市
11月

（予定）
第33回まつやま市民
シンポジウム

祭
❶未定
❷松山市企画戦略課
☎0ＤＥ（Ｅ4Ｄ）6213

市民と行政が一緒にまちづくりを考える場として、
松山市と（公社）松山青年会議所の主催で開催して
います。テーマはいろいろな分野から取り上げてい
ます。

愛媛県
松山市

11月
（予定）

えひめ・まつやま産業
まつり
「すごいもの博」

❶城山公園（堀之内地区）
❷愛媛県ブランド戦略課　☎0ＤＥ（Ｅ12）2541
　松山市地域経済課　☎0ＤＥ（Ｅ4Ｄ）6714　

愛媛県内最大級の産業の祭典です。地域特産品の展
示・販売、伝統工芸品の製造実演などによって、県
内の各種産業や伝統文化に対する県民・市民の理解
と親しみを深めます。

松山市
愛媛県

11月～ 12月
（予定）

愛媛県・松山市連携事業
「いにしへのえひめ2016」

❶松山市考古館
❷松山市考古館　☎0ＤＥ（Ｅ23）Ｄ777
hががp://くくく.cきl２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。愛媛県内
の発掘調査の成果をいち早く公開する展示会で、昨
年度発掘した出土品や、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。

東温市 11/3（木・祝）白猪の滝まつり
❶白猪の滝農村公園
❷東温市産業創出課
☎0ＤＥ（Ｅ64）4414

「白猪の滝」の秋を楽しむ祭り。農作物の即売、もち
まき、俳句会、お楽しみ抽選会などが行われます。

東温市 11/13（日）市民大運動会
❶総合公園グラウンド
❷東温市生涯学習課
☎0ＤＥ（Ｅ64）1500

市民相互の親睦・交流を図ることを目的に、分館対
抗形式で実施。今年でＤ回目。より幅広い年齢層の
方が参加できる種目を設けています。

東温市
11/18（金）～
11/20（日）

文化祭（川内地区）
❶川内公民館
❷東温市生涯学習課
☎0ＤＥ（Ｅ66）4721

絵画・書道・手芸などの作品展、俳句大会、芸能発
表会、各種バザーなど、子供から大人まで楽しめる
イベントがいっぱいです。

東温市
11/25（金）～
11/27（日）

文化祭（重信地区）
❶中央公民館
❷東温市生涯学習課
☎0ＤＥ（Ｅ64）1500

美術展・文芸大会・芸能発表会・各種バザーなど、
子供から大人まで楽しめるイベントがいっぱいです。

久万高原町
11/6（日）
（予定）

第37回
面河ふるさとまつり

❶面河住民センター
❷面河ふるさとまつり実行委員会
☎0ＤＥ2（21）2061

農林産物展、手芸・民芸展、カラオケ大会、もちま
きや歌謡ショーを行います。

松前町
11/12（土）・
11/13（日）

（予定）

まさき町産業まつり
『たわわ祭』

❶まさき村店舗前駐車場
　（エミフルMASAKI敷地内）
❷松前町産業課
☎0ＤＥ（ＥＤ5）4120

町内の産業を支える農水商工業の事業者及び関係団
体が一堂に集まり、松前町の秋の実り、新鮮な農水
産物や地場産品、加工品などの特産品の販売に加え、
企業展や松前の匠の技から生まれる工業製品の紹介
なども行い、町内外に特産品や生産品をＰＲすると
ともに、松前町の知名度アップを図ります。ステー
ジでは、オープニングセレモニー終了後に餅まき、
ライブ、ジュニアダンスステージなど、こちらも楽
しいプログラムが盛りだくさんです。

松前町
11月

（予定）
ふるさと水辺ウォーク

❶町内河川流域
❷松前町まちづくり課　☎0ＤＥ（ＥＤ5）4156
　松前町町民課　☎0ＤＥ（ＥＤ5）4117

平成17年から行われている、町内を流れる河川の清
掃活動です。
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えひめイベントBOX128

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

11
月

イイ トト
カカ レレ ンンダダーー
ンンベベ

月11
November

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

伊予市

　11/3（木・祝）
下灘（予定）
11/6（日）
上灘（予定）

下灘公民館まつり/
上灘公民館まつり

❶下灘コミュニティーセンター周辺/
　双海地域事務所周辺
❷下灘公民館まつり実行委員会/
　 上灘公民館まつり実行委員会（双海地区公民館内）
☎0ＤＥ（ＥＤ6）1227

地場産業の振興、生涯学習、文化活動の祭典。鮮魚
の即売など各公民館・団体による多くの出店で賑わ
います。

伊予市
11月上旬
（予定）

されだにきてみん祭
❶佐礼谷小学校体育館
❷住民自治されだに事務局
　（佐礼谷郵便局内　☎0ＤＥ（Ｅ6Ｄ）0320）

佐礼谷地域の食の祭典。猪や栗、野菜など地域の食
材を使った料理が盛りだくさん。子どもたちによる
伝統芸能などのアトラクションも行われます。

砥部町

11/5（土）・
11/6（日）

（毎年11月の第1土・日）
（予定）

砥部陶街道文化まつり

❶砥部町中央公民館ほか
❷砥部町産業振興課　☎0ＤＥ（Ｅ62）72ＤＤ
hががp://くくく.がoくn.がobe.ehime.jp/かiがe/
がokaido53がきgi/かhikiibenがo.hがml

砥部町全域を会場に、芸術作品の展示会や砥部焼を
はじめとする町産品、果物、農産品の即売が行われ
ます。

砥部町

11/5（土）・
11/6（日）

（毎年11月の第1土・日）
（予定）

秋の砥部焼まつり2016

❶砥部焼伝統産業会館周辺
❷砥部町産業振興課　☎0ＤＥ（Ｅ62）72ＤＤ
hががp://くくく.がoくn.がobe.ehime.jp/かiがe/
がokaido53がきgi/かhikiibenがo.hがml

砥部焼の陶工みずからが露店形式による砥部焼の対
面販売を行います。通常より安価な砥部焼を揃え販
売します。また、砥部焼オークションや物産即売な
どの催しが開催されます。

南
　
　
　
　
予

内子町
11/2（水）～
11/4（金）

うちこ文化祭
❶内子自治センター
❷内子自治センター
☎0ＤＥ3（44）3073

町内で活動しているグループによる作品展示やバ
ザーなどを実施しています。行楽シーズン、内子に
お越しの際は、立ち寄ってみてはいかが?

内子町 11/3（木・祝）石畳水車まつり
❶内子町・石畳自治会
❷石畳の宿
☎0ＤＥ3（44）5730

水車が回る石畳清流園で開催される自然満載の手作
りイベント。和太鼓演奏、もちつき、農産物即売会、
バザーなどで終日賑わいます。

内子町 11/3（木・祝）立川地区文化産業祭
❶立川自治会館
❷立川自治会館
☎0ＤＥ3（45）0Ｄ51（月・水・金）

地元自治会が主催する手づくりの文化産業祭。自慢
の農産物が並び、品評後には販売されます。文芸作
品の展示や各種の出店で身も心も温まります。

内子町
11/6（日）

（11月第1日曜日）
小田の郷
ふるさとまつり

❶内子町文化交流センタースバル周辺
❷内子町役場　小田支所
☎0ＤＥ2（52）3111

内子町小田地区の「特産」が集まる祭典。新鮮な農
産物の販売、名物たらいうどんの早食い競争、はた
またちんどん屋が出没したりと楽しさ満載です。

内子町
11/6（日）

（11月第1日曜日）
大瀬農業祭柿まつり

❶内子町・大瀬商店街
❷大瀬自治センター
☎0ＤＥ3（47）0102

愛媛県で一番の富有柿産地をアピール。柿の産直販
売はもちろん、たね飛ばし大会、皮むき大会等のイ
ベントもあります。修景され懐かしい感じのする、
大瀬商店街を歩行者天国にして行われます。

内子町 11/6（日）五十崎文化祭
❶五十崎自治センター
❷五十崎自治センター
☎0ＤＥ3（43）1221

俳句などの文芸作品の展示をはじめ、小田川コンサー
トやバザーがあります。“いかざき”の文化を楽しめ
ます。

内子町
11月中旬
（予定）

山の手づくり市
「きておみや」

❶内子町下立山地区　願者堂付近
❷内子町役場　町並・地域振興課
☎0ＤＥ3（44）211Ｄ

地域のおもてなしを楽しめる、小さいけれど温かく
て素朴なイベント。体験（石窯で焼く手作りピザ、
コケ玉作り･こんにゃく作り他）や味覚（手作りお菓子、
有機野菜のあったか野菜スープ・有機コーヒー・羽
釜で炊きたてごはん）、農産物（地元で育てたミカン・
しいたけ）の販売など秋の楽しみが盛り沢山です。

内子町 11/23（水・祝）からり収穫祭
❶内子フレッシュパークからり
❷内子フレッシュパークからり
☎0ＤＥ3（43）1122

農産品の品評会、バザー、ゲーム、お楽しみ抽選、
もちまきなど楽しい催しものがいっぱいあります。

大洲市
11/1（火）～
11/30（水）

もみじまつり

❶大洲市新谷・稲荷山公園
❷大洲市観光協会
☎0ＤＥ3（24）2664
hががp://くくく.ooげきkankoき.jp/

藩政時代新谷藩主が京都高尾から持ち帰った古木
をはじめ、イロハカエデなど約3１000本が紅葉し、
まつり期間中名物もみじ饅頭の露店などが立ち並
び賑わいをみせます。

大洲市
11/2（水）・

11/3（木・祝）
大洲まつり 祭

❶大洲市内
❷大洲商工会議所
☎0ＤＥ3（24）4111

大洲市内の秋まつりを統合して実施。江戸時代の
時代装束で市内を歩く「おなり」や肱川緑地公園
で行われる「おまつり村」等各種行事が実施され
ます。

大洲市 11/3（木・祝）おおず浪漫祭
❶大洲市・おはなはん通り・ポコペン横丁周辺
❷大洲市観光まちづくり課　☎0ＤＥ3（24）2111
hががp://くくく.ciがけ.oげき.ehime.jp/

明治の町並みの残る肱南地区で、おはなはん通り・
ポコペン横丁を主会場とし、地元住民手作りで昔
懐かしい「大洲」を再現します。

大洲市 11月上旬～中旬
地方祭
（三島神社／川崎）

祭
❶大洲市河辺町内
❷大洲市河辺公民館
☎0ＤＥ3（3Ｅ）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
11/13（日）

（予定）
福祉と健康づくり
市民のつどい

❶大洲市総合福祉センター
❷大洲市
☎0ＤＥ3（24）2111

「福祉」と「健康」づくりを推進するイベント。各
分野に功績があった方々を表彰する式典や記念講
演会、各種団体の手作り作品の展示・即売等が行
われます。

大洲市
11/13（日）

（予定）
豊茂ふるさとまつり

❶大洲市豊茂・豊茂ふれあい広場ほか
❷大洲市豊茂公民館
☎0ＤＥ3（57）0303

新鮮な農産物の即売が行われるふるさと市のほか、
バザー、餅つき、餅撒き、郷土芸能発表等の楽し
い催しが行われ、一日中楽しめる内容となってい
ます。

大洲市
11/20（日）

（11月第3日曜日）
第23回雲海まつり

❶大洲市藤縄・雲海展望公園
❷大洲市柳沢公民館　☎0ＤＥ3（25）2400
hががp://けanagiかaくa252400.blog.fc2.com/

朝日に照らされた雲海を見ながら、藤縄神楽が行
われます。しし鍋や搾りたての牛乳が無料で振る
舞われ、おにぎりやぜんざい等のバザーや餅まき
も行われます。
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イベントカレンダーBOX 129

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

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

大洲市
11/20（日）

（11月第3日曜日）
第32回
肱川ふれあいまつり

❶肱川風の博物館・歌麿館横「風のり広場」
❷大洲市肱川支所地域振興課
☎0ＤＥ3（34）2311

肱川地域、北海道えりも町の特産品販売や各種団
体による出店があります。また、ステージショー
等楽しいイベントが盛りだくさんです。

大洲市
11/20（日）

（11月第3日曜日）
白滝滝まつり 祭

❶大洲市白滝・白滝公園
❷大洲市観光協会長浜支部
☎0ＤＥ3（52）1111

紅葉と滝が美しい白滝公園で、子供みこしが出た
り、餅つき大会、ふるさと市等が行われ賑わいます。
※白滝もみじフェスティバル（11月1日～ 11月
30日）（予定）

大洲市 11/23（水・祝） 白滝るり姫まつり 祭
❶大洲市白滝・白滝公園
❷大洲市観光協会長浜支部
☎0ＤＥ3（52）1111

るり姫伝説の地として知られる白滝では、るり姫
の霊を供養するため、きらびやかな衣装の稚児行
列と共に花みこしを滝つぼへ投下する伝統行事が
行われます。このほか、餅つき大会、ふるさと市
などがあります。

大洲市
11/27（日）

（予定）
大洲市駅伝大会

（長浜～大洲間）

❶大洲市
❷大洲市体育協会
☎0ＤＥ3（24）1734

中学生以上を対象とし、3コース7部門で長浜、大
洲間をコースとする駅伝大会。「清流肱川」沿いの
秋の眺望を眺めながらスポーツを楽しみます。高
校男子の部・女子の部、一般１部の3部門について、
市外者の出場可能です。

大洲市
旧暦の10月の
最後の亥の日

山鳥坂恵美寿乙亥祭 祭
❶大洲市肱川町・松島神社
❷大洲市岩谷自治センター
☎0ＤＥ3（34）2Ｅ74

商売繁盛の神様で知られる松島神社で、旧暦の10
月の最後の亥の日に行われる祭礼で、地元鎮縄神
楽の奉納があります。

八幡浜市
11月上旬

（予定）
二宮敬作ウォーク大会

❶八幡浜市保内町～西予市宇和町
❷二宮敬作ウォーク実行委員会
☎0ＤＥ4（22）3111

保内町出身でドイツ人医師シーボルトの教えを受け、
蘭方医として活躍した業績をたたえ、出生の地保内
町から開業の地宇和町を歩き交流を図ります。

八幡浜市
11月

（予定）
第３回やわたはま産業ま
つり

❶八幡浜みなっと
❷やわたはま産業まつり実行委員会
☎0ＤＥ4（22）3111

旬のみかんや新鮮な魚など八幡浜の特産品を集め、
八幡浜ちゃんぽんをはじめとするグルメブースやス
テージイベントが開催されます。

八幡浜市
11月～ 12月

（予定）
シクロクロスやわたはま
2016

❶八幡浜市民スポーツパーク（双岩）
❷シクロクロスやわたはま実行委員会
☎0ＤＥ4（22）3111

オフロード系サイクルスポーツであるシクロクロス
競技大会です。瀬戸内シクロクロスシリーズとして、
マウンテンバイクのメッカ、市民スポーツパークの
特設コースで開催されます。

伊方町
11/13（日）

（予定）
佐田岬マラソン大会 
2016

❶伊方町・瀬戸地区
❷伊方町教育委員会生涯学習室
☎0ＤＥ4（3Ｄ）0211（代表）
☎0ＤＥ4（3Ｄ）2661

このマラソン大会は、半島の宇和海側を走るアップ
ダウンの多い激しいコースではありますが、宇和海
を一望でき、遠く九州も見渡せる風光明媚なコース
となっています。日本で一番細長い半島を走りませ
んか。【前年開催日：11/1】

西予市
11/1（火）～

11/30（水）
みかん狩り

❶明浜町内
❷西予市明浜支所産業建設課
☎0ＤＥ4（64）12Ｄ7

宇和海を一望できる見晴らしのいい園地で、潮風
に吹かれながらみかん狩りを楽しむ事ができます。
潮風をたくさん受けたみかんは味も最高です。

西予市 11/3（木・祝） 城川秋祭り 祭
❶城川町・町内全域（一部除く）
❷西予市観光協会城川支部
☎0ＤＥ4（Ｄ2）1116

町内一円、各地で牛鬼、鹿踊り（六つ鹿踊り、五
つ鹿踊り）、みこしの練り等が行われます。

西予市 11月上旬
第11回西予市総合文化
祭・宇和町文化祭

❶宇和町宇和文化会館ほか
❷西予市文化体育振興課
☎0ＤＥ4（62）6416

各種団体によるバザーや農産加工品の販売、文化
団体による芸能発表、展示、お茶席、もちまきな
どさまざまな催し物が盛りだくさんです。

西予市 11月上旬 奥伊予ふるさと祭り

❶城川町下相
　西予市総合センターしろかわ
❷西予市城川教育課
☎0ＤＥ4（Ｄ2）1117

二日間各会場において芸能発表、農林物産展、手芸、
美術、行政展示、写真展、各種バザー、もちまき
等を行います。

西予市
11/13（日）

（予定）
第19回宮中雲子音楽祭

❶三瓶町朝立　三瓶町文化会館
❷三瓶町文化会館
☎0ＤＥ4（33）2470

三瓶町出身の詩人、宮中雲子先生の全面的な協力
により開催する合唱コンクールで、課題曲と自由
曲によるコンテストの部とフェスティバルの部で
実施します。上位入賞者グループには賞金があり
ます。

西予市
11/13（日）

（予定）
明浜町ふる里芸能祭

❶明浜町高山公民館
❷西予市明浜支所明浜教育課
☎0ＤＥ4（64）12Ｅ1

西予市文化協会明浜支部芸能部門のグループ会員
による発表会。民謡、三味線、コーラス、舞踊、
カラオケなど多彩な芸が披露されます。

西予市 11月中旬

朝霧湖・野村ダム湖畔
イルミネーション点灯式
2016

❶野村町野村ダム
❷朝霧ロードイルミネーション実行委員会
☎0ＤＥ4（72）1115

「ビッグミル」がいる野村ダム駐車場周辺で、地元
の太鼓やバンド演奏等を行います。

西予市
11月中旬～

1月中旬
（予定）

朝霧湖
イルミネーション点灯

❶野村町野村ダム
❷朝霧ロードイルミネーション実行委員会
☎0ＤＥ4（72）1115

野村ダム駐車場周辺の冬の夜を美しく輝かせます。

西予市 11月下旬
イルミネーション
フェスティバル

❶三瓶町朝立　中央児童公園
❷西予市三瓶支所産業建設課
☎0ＤＥ4（33）1114

美しく輝くイルミネーションツリーの下で、サンタ
が登場します。子ども達にお菓子がプレゼントされ
ます。

西予市 11月下旬
第165回
野村乙亥大相撲

祭
❶野村町野村　西予市乙亥の里乙亥会館
❷西予市観光協会野村支部
☎0ＤＥ4（72）1115

全国で唯一、有名アマチュア選手と幕下以下の有
望力士達の白熱のプロ・アマ対決が見られる相撲
の祭り。有名幕内力士による稚児の成長を祈願す
る「稚児の土俵入り」も人気です！！

イ
ベ
ン
ト
カ
レ
ン
ダ
ー



えひめイベントBOX130

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

11
月

イイ トト
カカ レレ ンンダダーー
ンンベベ

月11
November

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

西予市
11月下旬～

1月上旬
イルミネーション
ツリー点灯

❶三瓶町朝立　中央児童公園
❷西予市三瓶支所産業建設課
☎0ＤＥ4（33）1114

町内各箇所に設置されたイルミネーションツリー
は、冬場の夕方から点灯され、幻想的な雰囲気を
醸し出します。

西予市
11月下旬～

2月中旬
あけはまシーサイドサン
パークイルミネーション

❶明浜町高山　あけはまシーサイド・サンパーク
❷あけはまシーサイドイルミネーション実行委員会
☎0ＤＥ4（64）12Ｄ0

あけはまシーサイドサンパーク周辺を10万球以上
のＬＥＤ電球が美しく照らします。

愛媛県
宇和島市

11/1（火）～
11/30（水）

秋の南楽園

❶津島町・南楽園
❷南楽園　☎0ＤＥ5（32）3344
hががp://くくく.nanおekき.jp/
nanおekき@nanおekき.jp

南楽園にて投句された俳句、短歌の優秀作品や、写
真・盆栽など地域の各種愛好家の方々の作品を展示
します。

宇和島市 11/3（木・祝） 卯之刻相撲 祭
❶吉田・立間八幡神社社殿
❷吉田町保存会代表世話人杉田
☎0ＤＥ5（52）21Ｄ4

11月3日の卯之刻に、立間地区八幡神社氏子代表7人
が東西に分かれて二番ずつ六番の相撲を行い、勝負
無しの引き分けにするという、その年の豊凶の目的
で、16Ｄ3年より始まりました。

宇和島市 11/3（木・祝） 吉田秋祭り 祭
❶吉田・立間八幡神社
❷宇和島市吉田支所吉田教育係
☎0ＤＥ5（4Ｅ）70ＥＤ

山車、七つ鹿、牛鬼等が町内を練り、藩政時代の祭
絵巻の再現を繰り広げます。

宇和島市 11/3（木・祝） 津島町秋祭り 祭
❶津島町・町内全域
❷宇和島市津島支所産業建設係
☎0ＤＥ5（32）2721

各地域それぞれ、牛鬼・五つ鹿踊り、荒獅子、布袋
さま等の山車が出て豊作を祝います。

宇和島市
11/6（日）

（予定）
みま町コスモスまつり

❶中山池自然公園
❷宇和島市三間支所産業建設係
☎0ＤＥ5（5Ｄ）3311
hががp://mimachocoかmoか.blogかpoが.com/
hががpか://くくく.facebook.com/mima.coかmoか

昭和63年に休耕田にコスモスの植え付けをし、満開
時にまちおこしのイベントを開催したのが始まりで、
今では各地から多くの人が訪れます。

宇和島市 11/12（土）

30年目のラブレター
in うわじま
～パール婚式のすすめ～

❶道の駅みなとオアシスうわじま　きさいや広場
❷宇和島市商工観光課
☎0ＤＥ5（24）1111

全国から結婚30年（パール婚）を迎えるご夫婦に対
して、お互いに宛てた30年目の「愛の手紙」を募集
するとともに、応募された手紙の中から印象の深い
作品を選び、3組のご夫婦を宇和島に招待し、パー
ル婚式を挙げていただきます。

宇和島市
11/12（土）・

11/13（日）
（予定）

パールフェスティバル
in うわじま2016

❶宇和島市・南予文化会館
❷宇和島市商工観光課
☎0ＤＥ5（24）1111

産地ならではの特別価格で真珠製品を販売する「真
珠展示販売会」、「お茶席」などが開催されます。

宇和島市
11/13（日）

（予定）
第27回
宇和島市産業まつり

❶宇和島市・きさいやロード
❷宇和島市農林課　
☎0ＤＥ5（24）1111

地元特産品フェア・農産物鮮魚の即売・もちまき・
じゃこ天カーニバル・ふるさとの味まつりなど多数
のイベントを開催します。

宇和島市

11月下旬～
1月上旬

午後6時～午後11時
（予定）

三間の中山池自然公園
イルミネーション

❶中山池自然公園
❷吉田三間商工会
☎0ＤＥ5（5Ｄ）2256

都会の華やかな電飾とは異なる、広大な里山の樹木
を約10万個の電球で彩ります。高さ10ｍのタワーや、
トナカイ・コスモスなどのモニュメントも登場しま
す。

宇和島市
11月

（予定）
吉田町文化祭 祭

❶吉田公民館
❷宇和島市吉田支所吉田教育係
☎0ＤＥ5（4Ｅ）70ＥＤ

町内の文化団体の年に一度の合同祭典。絵画・俳句・
写真・生け花・菊花展等多彩な行事を催します。

鬼北町 11/3（木・祝）
日吉秋の大収穫まつり＆
ゆずまつり

❶道の駅「日吉夢産地」
❷道の駅「日吉夢産地」
☎0ＤＥ5（44）2340
hががp://くくく.hiけoかhiけきmeかanchi.com/

「愛あるブランド」に認定された「鬼北熟成雉」「媛っ
こ地鶏」「原木乾しいたけ」を味わうことができる
コーナーがある「大収穫まつり」と鬼北の特産品「ゆ
ず」を使い、様々なコーナーを用意した「ゆずまつり」
を同時開催！もちまきもあります。

鬼北町
11/5（土）

（予定）
鬼北芸能祭

❶鬼北町近永・広見体育センター
❷鬼北町文化協会
☎0ＤＥ5（45）1111

鬼北町文化協会・芸能部門に所属している団体の芸
能発表会で毎年行われています。有形文化財にもなっ
ている鬼北文楽や詩吟、合唱、カラオケ、和楽器等、
さまざまな団体が日頃の練習の成果を発表する場に
なっています。

松野町
11/2（水）・

11/３（木・祝）
（予定）

森の国産業文化祭 
第2回アグリ甲子園

❶松野町内
❷松野町森の国創生課　☎0ＤＥ5（42）1111
　松野町教育委員会　☎0ＤＥ5（42）111Ｄ
hががp://くくく.がoくn.maがかきno.ehime.jp/

産業祭では、予土県域の高校生が松野町の特産品を
材料に使った料理で戦う「アグリ甲子園」を開催す
るほか、文化祭では、文化協会員の作品を中心とし
た作品展示や芸能大会が行われます。

【前年開催日：11/1～ 3】

松野町
11/5（土）・

11/6（日）
南予ＢＢＱ選手権

❶虹の森公園
❷愛媛県南予地方局　　
☎0ＤＥ5（22）5211

南予の食材を美味しくいただくＢＢＱ。前日にはＢＢ
Ｑ検定も受けられます。

松野町 11月中旬 棚田まつり

❶松野町奥内地区
❷松野町商工会
☎0ＤＥ5（42）0505
hががp://くくく.maがかきno２かci.oお.jp/

日本の棚田100選にも選ばれた町内の奥内地区の棚
田一面にコスモスが咲き乱れます。地元住民による
棚田米のおにぎりや猪うどんなどのバザー、オカリ
ナや和太鼓の演奏、フォトコンテストなど様々な催
しがあります。灯篭によりライトアップされた幻想的
な棚田を舞台に、三味線やオカリナのコンサートが
開催されます。【前年開催日：雨天中止】

イ
ベ
ン
ト
カ
レ
ン
ダ
ー



イベントカレンダーBOX 131

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

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

松野町 11月下旬

まつの桃源郷駅伝の陣
第５回森の国戦国武者伝
走大会

❶虹の森公園・松野町内
❷森の国戦国武者伝走実行委員会
☎0ＤＥ5（42）1116
hががp://くくく.がoくn.maがかきno.ehime.jp/

国指定史跡・河後森城跡をはじめとする森の国の歴史
と文化の拠点を武者たちが駆け巡ります。甲冑（段ボー
ル製）を身に付けたランナーが野山を駆け抜ける様は
まさに戦国時代！タイムだけでなくオリジナル甲冑やパ
フォーマンスの審査も行われます。日本の在来馬のま
馬の乗馬体験も行われます。【前年度開催日：11/2Ｅ】

愛南町 11/3（木・祝）愛南町秋まつり 祭
❶愛南町内・八幡神社ほか
❷愛南町教育委員会生涯学習課
☎0ＤＥ5（73）1111

各地区で行われる秋祭り。中でも、愛南町屈指の豪
華さを誇るのは御荘地区。みこし、牛鬼、四ツ太鼓、
鹿踊り、唐獅子、天狗、山車などが地区内を練り歩
きます。フィナーレを飾る勇壮な舞込みは当日の圧
巻です。

愛南町
11/13（日）

（予定）
愛育フィッシュ　
我が家の鍋もの選手権

❶南レクロッジ前駐車場
❷ えひめいやしの南予博2016実行委員会本部事

務局

真鯛やクエ、ブリなどの愛育フィッシュ（愛媛の養
殖魚）・天然魚と南予の食材を使用したオリジナル鍋
レシピを広く全国から募集し、レシピを基に料理人
が手を加えて鍋を完成させ、コンテストを実施しま
す。

愛南町
11/17（木）

（予定）
正木花とり踊り 祭

❶愛南町正木・歓喜光寺ほか
❷愛南町教育委員会生涯学習課
☎0ＤＥ5（73）1111
hががp://くくく.がoくn.ainan.ehime.jp/

毎年旧暦10月1Ｄ日に歓喜光寺で開催します。太刀や
鎌を持ち、鉦、太鼓に合わせて踊ります。戦国時代
から続いている踊りで、県指定無形民俗文化財にも
指定されており、花とり踊りとしての古い形を今に
伝えています。

愛南町
11/19（土）・
11/20（日）

（予定）

トレッキング・ザ・空海
あいなん

　　　

❶愛南町松尾坂及び柏坂・へんろ道
❷内海公民館　☎0ＤＥ5（Ｄ5）1021
hががp://くくく.e２ainan.neが/deai21/

2日間に渡り、松尾峠や柏坂へんろ道を歩きます。句
会ライブもあります。

愛
　
媛
　
県

松山市 11/5（土） 湯築市

❶道後公園
❷湯築城資料館　☎0ＤＥ（Ｅ41）14Ｄ0
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。

松山市 11/5（土） 道後地区大清掃

❶道後公園
❷湯築城資料館　☎0ＤＥ（Ｅ41）14Ｄ0
hががp://くくく.dogokoきen.jp
info@dogokoきen.jp

道後公園周辺の清掃ボランティアです。

松山市 11/5（土）
秋のみどりの相談
セミナー

❶道後公園
❷湯築城資料館　☎0ＤＥ（Ｅ41）14Ｄ0
hががp://くくく.dogokoきen.jp
info@dogokoきen.jp

樹木などの手入れや育て方などの相談セミナーを実
施します。

松山市 11/10（木）
平成28年度愛媛県人権・
同和教育研究大会

❶松山市・ひめぎんホール外６会場
❷愛媛県教育委員会人権教育課
☎0ＤＥ（Ｅ12）2Ｅ60
hががp://ehime２c.eかneが.ed.jp/jinken/index.
hがml

人権・同和教育の一層の充実を図ることを目的とし
て、県内の人権教育関係者等が一堂に会し、県内各
地の研究と教育実践の交流を通して、互いの成果に
学び合い、差別解消への道筋を明らかにします。

砥部町
11月上旬

（予定）
計量クイズ

❶とべ動物園
❷とべ動物園　☎0ＤＥ（Ｅ62）6000
hががp://くくく.がobeげoo.com/

計量月間にちなんで動物の長さ･重さ･高さなどを
テーマに、クイズを行います。【前年開催日：11/1】

砥部町
11月上旬

（予定）
アフリカゾウ 「媛」
誕生会

❶とべ動物園
❷とべ動物園　☎0ＤＥ（Ｅ62）6000
hががp://くくく.がobeげoo.com/

とべ動物園のアイドルであるアフリカゾウ「媛」の
10歳の誕生日を祝います。【前年開催日：11/Ｄ】

松山市
11月初旬

（予定）
写真展

❶子規記念博物館
❷湯築城資料館　☎0ＤＥ（Ｅ41）14Ｄ0
hががp://くくく.dogokoきen.jp
info@dogokoきen.jp

来園者の有志による道後公園内の動植物の写真展を
開催します。【協力：子規博】【前年開催日：11/1～
11/Ｄ】

松山市
11月初旬

（予定）
スポーツ教室
体験フェスタ

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
☎0ＤＥ（Ｅ63）3211
hががp://くくく.epかc.jp
info@eco２かpo.com

卓球、バドミントン、太極拳といったスポーツ教室
を無料で体験できるイベントを開催します。【前年開
催日：11/5】

松山市
11/12（土）

（予定）
ゲートボール大会

❶道後公園
❷湯築城資料館　☎0ＤＥ（Ｅ41）14Ｄ0
hががp://くくく.dogokoきen.jp
info@dogokoきen.jp

NPO法人Link愛媛との共催で県内ゲートボール愛好
チーム16チームの大会を開催します。他に養護施設
等のバザーも同時開催されます。【前年開催日：
11/14】

西予市 11/12（土）

えひめいやしの南予博
2016「食育郷土料理マ
ルシェ」

❶愛媛県歴史文化博物館
❷ えひめいやしの南予博2016実行委員会本庁本

部事務局（愛媛県観光物産課）
☎0ＤＥ（Ｅ12）24Ｅ3

「食育」活動をベースに、県下の高校生が、「南予の
食材」とそれぞれの地元食材とを組み合わせて開発
した１品メニューを、試食会形式で発表・披露しま
す。「食文化」と食が結ぶ高校生の輝きで盛り上げま
す。

西予市
11/12（土）・

11/13（日）
県歴史文化博物館
開館記念イベント

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　☎0ＤＥ4（62）6222
hががp://くくく.i２おekihakき.jp/

開館22周年を記念して、当日は常設展及び特別展が
無料でご覧いただけます。その他ご家族で楽しめる
イベントを多数開催します。【前年開催日：11/15】

松山市 11/19（土） 湯築城歴史塾

❶子規記念博物館
❷湯築城資料館　☎0ＤＥ（Ｅ41）14Ｄ0
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。
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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

愛
　
媛
　
県

愛媛県 11月中旬
第5回えひめ福祉用具
フェア

❶愛媛県総合社会福祉会館（松山市持田町）
❷愛媛県社会福祉協議会
☎0ＤＥ（Ｅ21）Ｄ344

福祉用具や住宅改造に関する展示・相談のほか、体
力測定やチャリティバザー、スタンプラリーなどを
行います。

松山市 11/23（水・祝）湯築市

❶道後公園
❷湯築城資料館
☎0ＤＥ（Ｅ41）14Ｄ0
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。

松山市
11/27（日）

（予定）
県美術館
開館記念イベント

❶松山市・愛媛県美術館
❷愛媛県美術館
☎0ＤＥ（Ｅ32）0010
hががp://くくく.ehime２aおが.jp/
bijけきがきkan@pおef.ehime.jp

美術館の開館記念日（11月27日）を祝し、多くの県
民に美術館にご来館いただき、美術に親しんでいた
だく一日として、所蔵品展観覧料を無料にするほか、
いろいろなイベントを開催します。

【前年開催日：11/22】

松山市
11月下旬
（予定）

平成28年度えひめ生涯
学習“夢”まつり

❶松山市・ひめぎんホール
❷愛媛県教育委員会生涯学習課
☎0ＤＥ（Ｅ12）2Ｅ30
hががp://ehime２c.eかneが.ed.jp/かhoきgai/index.
hがml
かhoきgaigakき@pおef.ehime.jp

生涯学習に取り組む団体・グループによるステージ
発表や体験コーナー、生涯学習センター、総合科学
博物館、歴史文化博物館、県立図書館による特設コー
ナー、小・中学生のふるさと学習作品展などを開催
します。【前年開催日：11/2Ｄ・2Ｅ】

西予市
11月下旬
（予定）

平成28年度
人権ポスター展

❶愛媛県歴史文化博物館（予定）
❷愛媛県教育委員会人権教育課
☎0ＤＥ（Ｅ12）2Ｅ62
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：
11/20 ～ 11/26】

今治市
11月

（予定）
訓練まつり

❶今治高等技術専門校
❷今治高等技術専門校
☎0ＤＥＤ（4Ｄ）0525

職業訓練生の日頃の実習成果物の展示即売や、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：11/15】

松山市
11月

（予定）
差別をなくする
県民のつどい

❶未定
❷愛媛県人権対策課
☎0ＤＥ（Ｅ12）2457

「差別をなくする強調月間」の主要行事として、人権
の意義やその重要性に関する正しい理解を深める機
会を提供します。【前年開催日：11/1Ｄ】

愛媛県 11月～ 12月

第11回愛媛県障害者ス
ポーツ大会（精神障害
者バレーボール競技）

❶未定
❷愛媛県障害福祉課
☎0ＤＥ（Ｅ12）2423

県内在住の精神障害者を対象にしたスポーツ競技大
会。

イ
ベ
ン
ト
カ
レ
ン
ダ
ー


