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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

四国中央市
3/24（金）～

4/9（日）
（桜の開花状況に

よって変動）
花まつり（花見）

❶土居町・入野公園すすきヶ原
❷四国中央市土居観光協会
☎0896（74）8825 

かつて、小林一茶も訪れたというすすきヶ原は、桜
の名所として知られ多くの花見客で賑わいます。期
間中の夜間は22時までライトアップされた夜桜を楽
しむことができます。

四国中央市 4/2（日） 桜まつり（川之江城山公園・向山公園）

❶ 四国中央市川之江城山公園、向山公園（←上分
公民館主催）

❷四国中央市川之江観光協会　☎0896（28）6187
　上分公民館　☎0896（28）6248

お茶席・二洲太鼓演奏・火縄銃砲術演武・川之江紙
漉き唄・津軽三味線演奏・子ども写生大会・もち投
げ大会などが行われます。

四国中央市 4/2（日） 桜まつり（三島公園）
❶三島公園
❷四国中央市三島観光協会
☎0896（28）6187

豪華景品付きもち投げ、各種イベントが開催されま
す。

四国中央市 4/9（日） 塩塚高原山焼き 祭
❶塩塚高原
❷四国中央市観光交通課
☎0896（28）6187

新宮町のシンボル塩塚高原を美しく維持するため、
約20haにわたって山焼きがおこなわれます。次々と
燃え広がっていく壮大な炎は見ごたえがあります。

四国中央市 4/30（日）
（予定） 菜の花まつり

❶翠波高原
❷四国中央市観光交通課
☎0896（28）6187

見ごろの菜の花畑を背景に、音楽ライブ、バザーな
どのイベントが開催されます。

愛媛県
新居浜市

2/18（土）～
4/9（日）

県総合科学博物館企画展
「地衣類～コケだけどコケ
じゃない藻類？菌類？～」

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
http://www.i-kahaku.jp/
kikaku@i-kahaku.jp

意識して観察することの少ない地衣類について、身
近さ、その不思議な生き方、美しさなど地衣類の魅
力を紹介します。

新居浜市 4/8（土）～
4/16（日）

第50回にいはま
春の市民文化祭
（美術の部）

❶あかがねミュージアム
❷新居浜市教育委員会スポーツ文化課
☎0897（65）1303

市民による美術展覧会（日本画・書道・工芸・文芸・
洋画・写真・華道・版画・絵手紙・デザイン）を開
催します。

新居浜市 4/9（日）山桜・お花見ハイキング

❶森林公園ゆらぎの森別子山周辺
❷作楽工房またはオーベルジュゆらぎ
☎0897（64）2252・0897（64）2220
http://besshiyama.com/yuragi/

ゆらぎの森から、片道約4.5㎞のハイキングコースを
山岳ガイド付きでご案内。コースは緩やかで、春の
赤石山系を望みながらの行程となります。樹齢300
年以上の山桜の下で、オーベルジュゆらぎ特製のお
花見弁当（要予約）はいかがですか?

新居浜市
4/9（日）
雨天延期
4/16（日）

第43回新居浜市民
歩け歩け大会

❶東雲陸上競技場他
❷新居浜市教育委員会スポーツ文化課
☎0897（65）1303

「みんなで楽しく歩きましょう」をスローガンに、市
民の健康増進のため、子どもからお年寄りまで誰も
が気軽に参加できる歩け歩け運動を行います。

新居浜市
4/9（日）、4/15（土）、
4/16（日）、4/22（土）、

4/23（日）

第50回にいはま
春の市民文化祭
（芸能の部）

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

新居浜市文化協会会員、公民館登録サークル及び新
居浜市民吹奏楽団による舞台発表です。

新居浜市 4月中旬の土曜日 れんげ祭り
❶南沢津保育園東側の畑
❷高津公民館
☎0897（32）3320

れんげ畑を整備し、子供たちにネイチャーゲーム、
昔遊び、防災、交通安全教室を開催します。【前年開
催日：4/16】

愛媛県
新居浜市

4/22（土）～
6/25（日）

県総合科学博物館企画展
「カハクンの大宇宙旅行
展」（仮）

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
http://www.i-kahaku.jp/
kikaku@i-kahaku.jp

ISTS愛媛・松山大会関連企画展。宇宙や天体のダイ
ナミックな活動と進化、太陽系外惑星について、宇宙
旅行をテーマに楽しみながら学習する企画展です。
VRや双方向型映像体験装置など、最新の映像演出の
体験や宇宙をテーマにした作家作品等を展示します。

新居浜市 4/29（土・祝）～
6/25（日）

風とあそぶ　榎木孝明
水彩画展

❶新居浜市美術館（あかがねミュージアム）
❷あかがねミュージアム
☎0897（31）0305
http://www.akaganemuseum.jp/

ドラマ「百年の計、我にあり」で主役広瀬宰平役を演
じた俳優榎木孝明氏は、日本、世界の各地を旅する水
彩画家としても知られています。ドラマをきっかけに
散策した工都新居浜、別子銅山産業遺産を描いた新作
や日本、世界各地の風景画による展覧会を開催します。

新居浜市 4/29（土・祝）～
6/25（日）

東京富士美術館コレク
ション－美の東西－

❶新居浜市美術館（あかがねミュージアム）
❷新居浜市美術館
☎0897（65）3580
http://ncma-niihama.info/

東京富士美術館が所蔵するフランス印象派の絵画とと
もに、西洋近代絵画の代表作を紹介し、同時に竹内栖
鳳や横山大観ら、わが国の近代絵画を代表する日本画
作品を加えて、西欧と日本に展開した創造世界を「美の
東西」のテーマのもとに対比させる初めての企画です。

西条市 4月中旬
（予定）ふれあい山菜ウィーク

❶石鎚ふれあいの里
❷西条市観光物産課　☎0897（52）1446
　石鎚ふれあいの里　☎0897（59）0203
http://oofuki.sunnyday.jp/
http://www.city.saijo.ehime.jp/
kanko@saijo-city.jp

山菜をテーマにした体験教室を連日開催します。
【前年開催日：4/14～4/20】
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イベントカレンダーBOX 85

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

４
月

イイ トト
カカ レレ ンンダダーー
ンンベベ

月
April

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

西条市 4月中旬～
4月下旬 牡丹大鑑賞会

❶法安寺
❷法安寺
☎0898（72）2836

法安寺の名物「千本牡丹」の鑑賞会。夜間はちょう
ちんをつるしてライトアップされます。

西条市 4/29（土・祝）産業文化フェスティバル
❶西条商店街周辺、鉄道歴史パーク in SAIJO
❷産業文化フェスティバル実行委員会事務局
　（西条市産業振興課）
☎0897（52）1482

市内中心部の各エリアを会場に、地元産品の販売や
ダンスなどのステージパフォーマンス、鉄道歴史パー
クではミニSL乗車会など多彩なイベントが催されま
す。【前年開催日：4/29】

西条市 4月下旬～
5月上旬 観音堂のふじ（花見）

❶禎祥寺観音堂
❷西条市観光物産協会　☎0897（56）2605
http://www.saijo-imadoki.jp/

樹齢400年と伝えられるノダフジの巨木です。花房
は大変長くて美しく、県指定天然記念物でもありま
す。

今治市 4/2（日）
（予定）

第23回
朝倉ダム緑水公園まつり

❶朝倉ダム湖畔緑水公園
❷今治市朝倉支所産業建設課
☎0898（56）2500

朝倉ダム湖畔に咲いた777本もの桜の下で、バーベ
キュー、マス釣り、ブルーグラスの演奏などを行い
ます。【前年度開催日：4/3】

今治市 4月上旬
（予定）能島の花見

❶宮窪町・能島
❷今治市宮窪支所産業建設課
☎0897（86）2500

村上水軍の「能島城」があった無人島で、国指定史跡・
国立公園指定区域であり、桜の名勝地です。島への
定期便はありませんが、イベント開催日には臨時渡
し船が運航されます。【前年度開催日：4/2・3】

今治市
4月上旬（予定）
（桜シーズンの

2週間）
玉川湖畔の里
「玉川ダム湖畔桜まつり」

❶玉川湖畔の里
❷玉川湖畔の里
☎0898（55）3092

玉川ダム湖畔に映える素晴らしい桜の美しさを堪能
できます。屋台が立ち並び、地域の特産品の販売も
あり、大勢の花見客で賑わいます。
【前年度開催日：3/30～4/12】

今治市 4月上旬
（予定）開山の花見

❶伯方町・開山公園
❷今治市伯方支所産業建設課
☎0897（72）1500

伯方島の北西部にある標高149mの開山山頂にあります。
展望台からは伯方・大島大橋、大三島橋、多々羅大橋が
一望できます。春にはソメイヨシノを代表とする桜が咲
き、夜桜用に提灯も灯されます。公園内には36mの滑り
台やジャングルジムなどもあり家族連れに人気です。

今治市
4/15（土）～
4/17（月）

（４月第３土・日・月曜）
島四国へんろ市 祭

❶宮窪町・吉海町・大島一円
❷伊予大島准四国霊場会事務局（海南寺内）
☎0897（86）2109

文化4年（1807年）に開創、約200年の歴史があります。
へんろ道は全長約63㎞で、徒歩で2泊3日、車で1泊2日
で巡れることから、最近では観光やウォーキング等の目
的で訪れる方もおり、毎年大勢の巡礼者で賑わいます。

今治市 4/22（土）・
4/23（日） 伯方の春市 祭

❶伯方町・喜多浦八幡神社
❷喜多浦八幡神社社務所
☎0897（73）0634

200年の伝統を持つ行事で、名物は1850年に建てら
れた花道のある芝居小屋で上演する芝居です。さま
ざまな題目の芝居が神様に奉納するために上演され、
芝居祈祷とも呼ばれます。

今治市 4/23（日）いまばり緑化フェア2017
❶しまなみアースランド（今治西部丘陵公園）
❷今治市公園緑地課
☎0898（36）1563

緑と花いっぱいのまちづくりを推進するため、花苗・
野菜苗の即売、生花・盆栽・ハーブなどの展示、植木
まつり、体験学習の開催のほか、野間馬乗馬体験、今
治市児童館こどもコーナーやご当地グルメコーナーな
ど、子供から大人まで、一日中楽しめる様々なイベン
トをご用意しています。【前年度開催日：4/17】

今治市 4/28（金）～
4/30（日）

半島四国
八十八ヶ所めぐり 祭

❶今治市波方町一円
❷今治市波方支所産業建設課
☎0898（41）7111

「信仰・観光・健康」をモットーに昭和32年に開場さ
れ、毎年4月第4金曜日～日曜日に行われます。瀬戸
内の多島美や来島海峡大橋などを眺めながら、白装
束のお遍路さんが大勢訪れています。

上島町
4/2（日）～
4/9（日）
4/2（日）

メインイベント
いわぎ桜まつり

❶岩城島：積善山
❷上島町岩城総合支所産業振興課
☎0897（75）2500
http://www.town.kamijima.lg.jp/

3千本以上の桜並木が続く岩城島の積善山で、各種
模擬店や登山道の各所でお接待が行われ、積善山の
桜と山頂から瀬戸内の多島美の眺めを満喫できます。

上島町 4/9（日） 生名立石観音春季例大祭 祭
❶生名島：三秀園
❷上島町商工会弓削支所
☎0897（77）2135

観音功徳を授かるべく広く推奨する伝統行事であり、
露店、カラオケ演唱会など楽しい催し物が行われま
す。

上島町 4/16（日）弓削島四国 祭
❶弓削島：弓削島全域
❷上島町せとうち交流館（産業振興課）
☎0897（77）2252
http://www.town.kamijima.lg.jp/

島内八十八ヶ所の札所をめぐります。町内外から多
くの人が巡拝し、各札所ではお接待があります。

上島町 4/17（月） 佐島・生名島・岩城島四国 祭
❶佐島・生名島・岩城島全域
❷上島町岩城総合支所産業振興課
☎0897（75）2500
http://www.town.kamijima.lg.jp/

各島内の八十八ヶ所めぐりで、町内外から多くの人
が巡拝します。各札所でのお接待があり、多くの巡
拝者が訪れます。

中
　
　
　
予

松山市 4/1（土）～
4/4（火）

松山春まつり（お城まつ
り） 祭

❶松山城・堀之内公園内・ロープウェー街など
❷松山市観光・国際交流課
☎089（948）6557

野球拳全国大会、伊予節全国大会、大名・武者行列、
東雲能などが催されます。

松山市 4月上旬
（予定）

子規記念博物館常設展
リニューアル

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
http://www.city.matsuyama.ehime.jp/

子規・漱石・極堂生誕150年を記念して、常設展示
室の一部リニューアルを行います。

松山市 4月上旬
（予定）

考古館事業報告展
「考古館
楽しかった２０１６展」

❶松山市考古館ロビー
❷松山市考古館　☎089（923）8777
http://www.cul-spo.or.jp/koukokan

2016年度（平成28年度）に実施した考古館事業を
写真パネル・作品（石勾玉やガラス勾玉、ミニ銅鏡
など）・ポスターなどを展示し、考古館事業の紹介と
2017年度（平成29年度）の事業案内を行います。

松山市 4月上旬～
（4回予定）タケノコ掘りまつり

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
http://www.cul-spo.or.jp/rainbow

野外活動センター場内の竹林を利用して、日頃体験
できないタケノコ掘りを行い、タケノコ料理の昼食
をみんなでいただきます。

イ
ベ
ン
ト
カ
レ
ン
ダ
ー



えひめイベントBOX86
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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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 4/15（土） 三庵めぐり
❶庚申庵史跡庭園
❷NPO法人GCM庚申庵倶楽部
☎089（915）2204

短詩系文学という共通した主題をもつ庚申庵・愚陀
仏庵跡・一草庵を見学する「三庵めぐり」を実施し
ます。

松山市 4/15（土）

愛顔つなぐえひめ国体
デモンストレーションス
ポーツ
カーリング

❶イヨテツスポーツセンター
❷松山市国体競技課
☎089（909）7846

愛顔つなぐえひめ国体のデモンストレーションス
ポーツとして開催します。

松山市 4/16（日）

愛顔つなぐえひめ国体
デモンストレーションス
ポーツ
ビリヤード

❶プールハウスBB-ONE
❷松山市国体競技課
☎089（909）7846

愛顔つなぐえひめ国体のデモンストレーションス
ポーツとして開催します。

松山市 4/22（土）～
5/3（水・祝）庚申庵ふじまつり

❶庚申庵史跡庭園
❷NPO法人GCM庚申庵倶楽部
☎089（915）2204

庚申庵史跡庭園内のフジの最盛期にあわせて茶席・
連句興行・コンサート等を開催し、花と史跡に親し
みます。

松山市 4/28（金）開館記念日感謝デー
❶坂の上の雲ミュージアム
❷坂の上の雲ミュージアム　☎089（915）2600
http://www.sakanouenokumomuseum.jp/

坂の上の雲ミュージアムの開館記念日に、様々なイ
ベントを開催します。

松山市
4月下旬～

5月上旬の土日祝
（予定）

春の演奏会
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
4月下旬～
5月下旬
（予定）

第63回特別企画展
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
http://www.city.matsuyama.ehime.jp/

子規・漱石・極堂生誕150年を記念して、資料を展
示し、3人が近代俳句の礎をどのように築いたかにつ
いて紹介します。

松山市
4月下旬～
7月前半
（予定）

四国地区埋蔵文化財セン
ター巡回展「発掘へんろ
　四国のハニワ」

❶松山市考古館
❷松山市考古館　☎089（923）8777
http://www.cul-spo.or.jp/koukokan

四国のハニワをテーマに、各地の出土品を展示しま
す。

松山市 4月下旬
（予定）

四国地区埋蔵文化財セン
ター巡回展「発掘へんろ
　四国のハニワ」
解説会

❶松山市考古館
❷松山市考古館　☎089（923）8777
http://www.cul-spo.or.jp/koukokan

展示品についてスライド等を使用して解説します。

東温市 4/2（日） 源太桜まつり 祭
❶土谷集会所
❷東温市産業創出課
☎089（964）4414

旧金毘羅街道を歩き桜三里発祥の源太桜（樹齢300
年以上の市指定の天然記念物）と史跡を見ます。また、
会場では餅まき等イベントも開催されており、市外
からも多くの人が訪れます。

東温市 4/12（水） 隻手薬師春まつり 祭
❶香積寺（田窪）
❷香積寺
☎089（964）2264

東温市田窪にある香積寺は「隻手薬師（かたでやく
し）」として親しまれ、毎月12日に縁日を行っていま
す。特に4月12日は、春の大縁日として市外からも
多くの人が訪れます。

東温市 4月中旬～
5月上旬 井内牡丹園ぼたんまつり

❶農家レストランぼたん茶屋
❷井内地区活性化協議会
☎089（966）3981

棚田約20アールに約60種3,000本の牡丹が堂々と咲
き誇ります。また、会場ではミニ産直市、甘酒、ど
ぶろくの試飲・販売、軽食などの各種お楽しみがあ
ります。【前年開催日：4/13～5/3】

東温市 4月下旬 商工会産業まつり
❶重信川河川敷（東温市横河原）
❷商工会産業まつり実行委員会
　（事務局：東温市商工会館内）
☎089（964）1254

市内の商工業者が作る製品や商品に加え、市内で採
れた農産物の展示即売が行われます。また、ヒーロー
ショーや演奏会などの様々なイベントも催されます。
【前年開催日：4/23】

久万高原町 4月中旬
（予定）

道の駅
「天空の郷さんさん」
オープン3周年イベント

❶道の駅「天空の郷さんさん」
❷道の駅「天空の郷さんさん」
☎0892（21）3400

お客様への日頃の感謝の気持ちを込めて、お楽しみ
抽選会などを実施します。

久万高原町
4/22（土）～
6/11（日）
（予定）

面河山岳博物館
春の企画展
「石鎚山系の高山性植物」

❶面河山岳博物館
❷面河山岳博物館
☎0892（58）2130

土小屋―石鎚山自然観察路において、約10年間にわ
たり撮影された高山性植物を紹介します。

久万高原町 4/29（土・祝）・
4/30（日） 久万高原ラリー

❶久万高原町日野浦大谷
❷松山オートクラブ　☎089（958）3089
http://www2.odn.ne.jp/mac/

久万高原を主会場に行われる全日本ラリー選手権で、
ギャラリーも多く、迫力あるラリー車両の走行を見
学することができます。

松前町 4/23（日） 義農祭 祭
❶松前町・義農公園
❷松前町総務課　☎089（985）4103
http://www.town.masaki.ehime.jp

式典や子供達による義農太鼓のほか、様々なイベン
トを予定しています。

伊予市 4/29（土）・
4/30（日）いよし花まつり

❶ウェルピア伊予
❷花まつり推進委員会　☎089（982）1111
http://iyokankou.jｐ/

①花き・農水産物等の即売会②バザー（うどん・草も
ち・すし等）③ガーデニング、押し花等の体験教室④
花の種・ポット苗等のプレゼントなどが行われます。

砥部町

4/15（土）・
4/16（日）

9：00～ 17：00 
※15日は9：00～

21：00
（毎年4月の第3土・日）

第34回砥部焼まつり

❶ 砥部町陶街道ゆとり公園・砥部焼伝統産業会
館・砥部町商工会館

❷砥部町地域振興課
☎089（962）7288
http://www.town.tobe.ehime.jp/site/tokaid
o53tugi/shikiibento.html

砥部焼の全窯元（約100軒）が勢ぞろいし、10万点
余りの作品を一堂に集めた大即売会をはじめ、新し
い砥部焼に出会える新作展も開催されます。また、
多彩なイベントや物産即売会も開催され、現在では、
砥部町のみならず、愛媛県を代表する観光イベント
として全国各地から観光客が訪れます。今年は砥部
焼創業240年の記念行事として、砥部焼の器・地元
食材を用いた、レストランを運営します。
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イベントカレンダーBOX 87

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

４
月

イイ トト
カカ レレ ンンダダーー
ンンベベ

月
April

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

内子町
3月下旬～
4月上旬の
土・日曜日
（予定）

立石春まつり
❶内子町立石地区・尾首の池
❷立石自治会
http://www6.plala.or.jp/tateishi/

尾首の池のほとりに咲くソメイヨシノ“尾首の桜”
が満開になる頃、手打ちうどんの釜揚げなどが振る
舞われます。八ツ松地区にある“相野の花（枝垂れ桜）”
にも、毎年多くのカメラマンが訪れます。夜のライ
トアップもあわせ、山里の春を愉しめます。

内子町
3月下旬～
4月上旬の
土・日曜日
（予定）

石畳東の
シダレザクラ祭り

❶内子町石畳東地区
❷石畳の宿
☎0893（44）5730
http://www.we-love-uchiko.jp/

樹齢350年以上と言われる、石畳東のシダレザクラ。
満開を迎え、咲き乱れた花がこぼれ落ちているかの如
く見られる頃合いに、毎年桜の周辺で祭りが催されま
す。農家の軒下で地域の伝統食を味わいながら、美し
いシダレザクラをゆっくり眺めることができます。

内子町 4/15（土）・
4/16（日）内子夢わいん祭り

❶内子町観光ふじブドウ園くだもの広場
❷企業組合内子ワイナリー
☎0893（44）5650

内子ワイナリーでは、平成23年4月のオープン以来、
100%内子産のぶどうを使用したワインの製造販売
により、内子ブランドの確立を図るとともに、やすら
ぎとぬくもりのある商品提供を通して、「住んでよ
し、訪ねてよし、美し内子」の実現に向け、微力な
がら努力してまいりました。ワイン祭りは、お客様へ
の感謝の気持ちを込めて、ワインをはじめ内子尽く
しでのおもてなしを楽しんでいただくイベントです。

内子町 4/23（日） 川登川まつり・筏（いかだ）流し

❶内子町川登地区（「いかだや」周辺）
❷大瀬自治センター
☎0893（47）0102
http://www.we-love-uchiko.jp/

平成5年に復活した「筏流し」は、小田川流域を代
表する春（4月第4日曜日）の風物詩の一つとして定
着し、町内外から大勢の見物客を集めています。筏
流しの復活を記念して地元の民謡愛好家が作詞・作
曲した「小田川筏流し唄」が披露され、その曲に合
わせて女性グループが踊り、イベントを盛り上げる
演出も。連ねた筏が巧みな操作によって川を下る勇
壮な姿をカメラに収めようと、多くの方が訪れます。
腕に自信のある方は、写真コンテストに応募するの
も良いかも！筏乗り体験はもちろん、もちまきや地元
の特産品直売なども見逃せません。

内子町 4月下旬
（予定）内子自然浴ツアー

❶内子町御祓地区（泉谷の棚田周辺）
❷内子町役場町並・地域振興課
☎0893（44）2118
http://www.we-love-uchiko.jp/

泉谷の棚田を中心に、同地区周辺を巡るツアーを実
施しています。百選に選ばれた棚田の絶景をはじめ、
山間地域だからこそ感じることができる春の息吹を、
存分に楽しむことができるツアーです。

大洲市

 随時
・ 花見
　3月下旬～4月上旬
・ バスフィッシング
4月中旬～11月下旬
・ おしどりウォッチ
ング

　12月上旬～2月下旬

～湖を丸ごと貸切～花と
鳥の鑑賞会／バスフィッ
シング

❶鹿野川湖
❷大洲市交流促進センター鹿野川荘湖係
☎0893（34）2000
http://www1.quolia.ne.jp/̃k-sou/

鹿野川湖を会場に、自然環境に配慮した電動ボート
を利用して他では体験できない湖面からの桜のお花
見やバスフィッシングを楽しめます。また、冬には「お
しどり」の生態を観察できます。

大洲市
4/1（土）～
5/31（水）の

日・祝日のみ運行
臥龍の渡し

❶大洲市・肱川
❷大洲市観光協会　☎0893（24）2664
http://www.oozukankou.jp/

臥龍山荘と如法寺河原を結ぶ渡し船があります。

大洲市 4/1（土）～
6/30（金） 歌麿絵画展

❶肱川風の博物館・歌麿館
❷肱川風の博物館・歌麿館
☎0893（34）2181

歌麿の絵画を展示します。

大洲市 4/1（土）～
6/30（金） 春の鹿野川湖周遊企画

❶大洲市肱川町・丸山公園ほか
❷大洲市肱川支所地域振興課
☎0893（34）2311
http://www.city.ozu.ehime.jp/

丸山公園、鹿野川園地でシャクナゲ、サクラ、ツツ
ジを楽しむことができます。また、期間中はゲート
ボール大会、俳句大会、えびねの展示即売会、フォ
トコンテスト等のイベントを開催します。

大洲市 4/9（日）しゃくなげ俳句大会
❶肱川風の博物館・歌麿館
❷大洲市肱川支所地域振興課
☎0893（34）2311

しゃくなげ等を題材にした俳句大会を行います。         

大洲市 4/16（日）
（4月第3日曜日） 小野延命地蔵尊まつり 祭

❶大洲市白滝
❷大洲市観光協会長浜支部
☎0893（52）1111

白滝の小野延命地蔵尊において、餅撒き、宝撒き、
子供相撲大会などが行われます。

大洲市 4/17（月） 沖浦観音春季大祭 祭
❶大洲市長浜町沖浦・萬松山瑞龍寺
❷大洲市観光協会長浜支部
☎0893（52）1111

国指定重要文化財「木造十一面観音立像」が安置さ
れている瑞龍寺で盛大に大祭が行われ、餅撒き、福
撒きや多くの露店が軒を並べ賑わいます。

大洲市 4/17（月） 金山出石寺春期大縁日 祭
❶大洲市豊茂・金山出石寺
❷金山出石寺
☎0893（57）0011

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 4/19（水） 鹿野川湖ゲートボール大会
❶大洲市肱川町予子林119大駄場ふれあい広場
❷大洲市肱川支所地域振興課
☎0893（34）2311

しゃくなげの見どころに合わせたゲートボール大会
を開催します。

大洲市 4/20（木）～
5/5（金・祝）大えびね展

❶大洲市長浜町須沢
❷日本エビネ園（水口春樹）
☎0893（53）0106

約400種5万株のエビネが温室の中で栽培され、園
内は白、黄、紫と一面が美しい花で彩られ、訪れる
見物客を楽しませています。

大洲市 4/25（火）～
5/15（月）つつじまつり

❶大洲市・冨士山（とみすやま）
❷大洲市観光協会
☎0893（24）2664
http://www.oozukankou.jp/

西日本有数のつつじの名所冨士山公園を6万３千本
のつつじが山頂一帯をピンクに染め、桃源郷を思わ
せる雰囲気の中、数多くの露店が立ち並び大勢の観
光客で賑わいます。
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えひめイベントBOX88
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

４
月

イイ トト
カカ レレ ンンダダーー
ンンベベ

月
April

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 4/29（土・祝）～
5/7（日）えびね展示即売会

❶丸山公園（しゃくなげ谷入口）
❷大洲市肱川支所地域振興課
☎0893（34）2311

しゃくなげ谷でえびね展示即売会・花木展示即売
会・えりも物産展を行います。

大洲市

・バラ展
　5月下旬 
・納屋カフェ
　 4月～ 11月の
土・日・祝

～ハイカラ・ロマン・レ
トロを体感～

❶おおず赤煉瓦館
❷おおず赤煉瓦館
☎0893（24）1281
http://www.cnw.ne.jp/̃ozu-akarenga/ind
ex.html

レトロな雰囲気のおおず赤煉瓦館を会場に、アン
ティーク家具類を利用した納屋カフェとバラ展を開
催します。

八幡浜市 4/15（土）・
4/16（日） 川名津柱松神事 祭

❶八幡浜市川名津・天満神社
❷八幡浜市商工観光課
☎0894（22）3111

厄男（42歳）が、寄進した松の大木を海水で浄めて
神社の境内に立て、松明を背にした大魔（赤鬼）が
柱松の頂上に登り、丞相様で四方を鎮めた後、観衆
の中へ投げ込み、綱伝いに地上に降ります。江戸時
代中期から伝わる厄火払いの行事です。

八幡浜市 4月中旬
（予定）大元神社の百矢祭 祭

❶八幡浜市中津川・大元神社
❷八幡浜市商工観光課
☎0894（22）3111

武芸の奨励を目的に始められたのが起源で、現在で
はその年の厄年の男が羽織、袴で威儀を正し、的に
向かって百矢を射る行事として伝承されています。

八幡浜市 4/22（土）・
4/23（日）

やわたはま国際MTB
レース2017

❶八幡浜市民スポーツパーク（双岩）
❷八幡浜ＭＴＢ実行委員会
☎0894（22）3111

四国で唯一のUCI公認コースを有する八幡浜市で開
催されます。2012年開催においてはオリンピックの
日本代表選手選考レースにも用いられる等、迫力あ
るコースを疾走する本物のライディングを間近で見
ることができます。

八幡浜市 4/29（土・祝）二宮忠八翁飛行記念大会
❶八幡浜市民スポーツパーク（双岩）
❷八幡浜市商工観光課
☎0894（22）3111

当市が生んだ飛行原理の先覚者二宮忠八翁を記念し
て開催している行事。ゴム動力プロペラ機やカラス
型模型飛行機などの飛行時間を競います。

八幡浜市 4/29（土・祝）～
8/31（木） 平家谷そうめん流し

❶八幡浜市保内町・平家谷
❷八幡浜市商工観光課　☎0894（22）3111
　両・枇老人クラブ　☎0894（36）2414

平家谷の清流を利用したそうめん流しと、マスの塩
焼等夏の避暑地として喜ばれています。

伊方町 4/29（土・祝）
（予定）

もぉ～モォ～
フェスティバル

❶伊方町大久・佐田岬リゾート公園内
❷伊方町役場瀬戸支所
☎0894（52）0111

瀬戸内海と宇和海が一望できる新緑の高原で、和牛
をバーベキューにして食べ、さわやかな春の一日を
楽しみます。特産品コーナーや草すべり、ライブコー
ナーなど楽しい催しもいっぱいあります。

伊方町 ４月
（予定）第22回きららまつり

❶伊方町観光物産センター「きらら館」
❷伊方町特産品販売推進協議会
☎0894（38）1150

道の駅伊方きらら館を会場に、伊方町の特産品の販
売、もちまき、甘酒のサービス、和太鼓の演奏、ゲー
ム大会等が行われます。【前年開催日：4/3】

西予市 4/2（日）関地池さくらまつり
❶宇和町信里・関地池
❷多田公民館
☎0894（66）0300

関地池の周囲2.4㎞に約500本の桜があり、湖面に映る
桜が魅力。期間中夜桜のボンボリ点灯・モデル撮影会・
親子宝さがし・吟行俳句会・もちまき等が行われます。

西予市 4/2（日） 龍澤寺花祭り 祭
❶城川町魚成・龍澤寺周辺
❷西予市観光協会城川支部
☎0894（82）1116

釈尊の誕生日を祝って「花まつり」が盛大に行われ
ます。

西予市 4/8（土）山田薬師縁日 祭
❶宇和町西山田
❷山田薬師（管理者：あかねや酒店）
☎0894（62）9402

露天商が並び、境内では屋根を花で飾った花御堂が
あり、誕生仏に甘茶をかけ無病息災を願う参拝者で
賑わいます。日本三大薬師「おやくしさん」として
も親しまれています。

西予市 4/9（日）
（予定）田之浜金比羅奉納相撲 祭

❶明浜町田之浜田之浜診療所横
❷西予市明浜町田之浜公民館
☎0894（64）1620

1828年に田之浜地区の半数の家屋が焼ける大火災
が起こったことから、鎮火や防火祈願、また子ども
たちの健やかな成長を願い奉納されます。

西予市 4月上旬
（予定）

第13回 
わらぐろ屋外写真展

❶宇和町西山田
❷石城公民館
☎0894（62）9445

12月下旬の「わらぐろライトアップ」で撮影した作
品を募集し、わらぐろに展示。来場者の投票により
選ばれた優秀作品にはオリジナル景品がプレゼント
されます。

西予市 4/15（土）
（予定）若宮神社春まつり 祭

❶明浜町高山
❷西予市明浜町高山公民館
☎0894（64）1292

河童のコマ犬で知られる若宮神社の春祭り。高山地
区の小・中学生による子ども御輿、牛鬼が元気よく
地域内を練り歩きます。

西予市 4/16（日） 三滝祭り 祭
❶城川町窪野・三滝神社
❷西予市観光協会城川支部
☎0894（82）1116

祭りに奉納される八つ鹿踊りは、哀調を帯びた旋律
とそれをきざむ太鼓の音が谷間にこだまし、素朴で
すが優雅な趣きが深いです。

西予市 4月中旬～
5月上旬

野村ダム
鯉のぼり掛け渡し

❶野村町・野村ダム朝霧湖
❷西予市教育委員会野村教育課
☎0894（72）1117

子どもの成長を祈願して愛護班役員が約150匹の鯉
のぼりを野村ダム朝霧湖上に掛け渡します。

西予市 4/21（金）
（予定）バラ大師春大縁日 祭

❶野村町阿下・バラ大師
❷永照寺
☎0894（72）1253

弘法大師がバラのトゲを封じたトゲナシバラで有名。
四国八十八ヶ所のお砂踏みなどと共に、甘茶、白酒
の接待、もちまきも行われます。

西予市 4/23（日）
（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 4/29（土・祝）第41回宇和れんげまつり

❶宇和町岩木JR「伊予石城駅」周辺田園
❷西予市経済振興課
☎0894（62）6408
http://www.seiyo1400.jp/

JR伊予石城駅周辺のれんげ田（約10ha）において日本
一のもちつき大会、どろんこサッカー、特産品コーナー
等多彩な催しが行われ、終日老若男女で賑わいます。
露天商、団体、グループなど約150の店が並びます。
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イベントカレンダーBOX 89

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

４
月

イイ トト
カカ レレ ンンダダーー
ンンベベ

月
April

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 2/18（土）～
4/16（日）ひな人形展

❶伊達博物館
❷伊達博物館
☎0895（22）7776

毎年恒例のひな人形の展示。京都の老舗人形細工師・
大木平蔵作「有職雛」（館蔵品）や伊達家ゆかりの華
やかな資料とともに紹介します。

宇和島市 4/1（土）～
5/6（土）

山本牧場の芝桜まつり
2017

❶津島町・山本牧場
❷山本牧場
☎0895（36）0140
http://yamamotobokujyou.com/

ピンクや白、ラベンダーなどの芝桜が緑の大地一面に
可憐に咲きます。牧場の新鮮で濃厚な牛乳やソフトク
リームなどが堪能できるカフェもあります。毎年県内
外から多くのお客さんが訪れる人気スポットです。

宇和島市 4/2（日） 定期闘牛大会春場所 祭
❶宇和島市・市営闘牛場
❷宇和島市観光協会
☎0895（22）3934
http://www.tougyu.com/

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 4/2（日） 虹色さくらまつり
❶ 環太平洋大学短期大学部さくらキャンパス前駐車場
❷うわじま虹色ツーリズムさくらまつり実行委員会
☎090（3785）0465（山下）

桜を見ながらうわじま虹色ツーリズムの皆さんと交
流しませんか。屋台や体験コーナーなど、楽しいイ
ベントが盛りだくさんです。

宇和島市 4/8（土）～
4/23（日） 南楽園つつじまつり

❶津島町・南楽園
❷南楽園　☎0895（32）3344
http://www.nanreku.jp/
nanreku@nanreku.jp

ヒラドツツジやクルメツツジなど計約32,000株のつ
つじが彩り豊かに咲き揃います。特産品の販売、期
間中、庭園内にて句会ライブを予定しております。

宇和島市 4/16（日）ふる里だんだんまつり
❶宇和島市・遊子水荷浦
❷遊子公民館
☎0895（62）0850

早掘りバレイショの即売、段畑ガイド、遊子龍王太
鼓など各種イベントを開催します。

宇和島市 4/19（水）お大日さま（42番札所仏木寺） 祭
❶三間町則・仏木寺
❷42番札所仏木寺
☎0895（58）2216

お大日さまの御縁日には、もちまきが行われ、多数
の参拝客で賑わいます。

宇和島市 4/21（金）～
6/4（日） 春期特別展「秀吉と利休」

❶伊達博物館
❷伊達博物館
☎0895（22）7776

茶道具等を中心に「豊臣秀吉画像」を展示します。

宇和島市 4/29（土・祝）第34回全日本大学選抜相撲宇和島大会
❶宇和島市・市営闘牛場
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

日本学生相撲連盟により選抜された12校により団体
戦、個人戦を行います。

宇和島市 4/30（日）
第22回宇和島市長杯
ヨットレースうわじま
パールカップ2017

❶宇和島港
❷宇和島ヨットクラブ事務局
☎0895（22）0201

宇和島港にてヨットレースを実施します。

鬼北町 4/29（土・祝）日吉グリーンフェスティバル

❶鬼北町下鍵山・道の駅「日吉夢産地」
❷道の駅「日吉夢産地」
☎0895（44）2340
http://www.hiyoshiyumesanchi.com/

「自然と人と音楽と」をテーマに、毎年オープン記念
日（4月29日）頃に開催しています。
【前年度開催日：4/29】

松野町 4/2（日） 第28回まつの桃源郷マラソン大会

❶受付：森の国ドーム
開会式：スポーツ交流センター
コース：町内一円
❷松野町教育委員会　☎0895（42）1118
http://www.town.matsuno.ehime.jp/

桃の花の舞い散る中を駆け抜けるマラソン大会。豪
華賞品が当たるお楽しみ抽選会もあります。
コース：3㎞、10㎞、ハーフ、ウォーキングコース（2
㎞）。
【前年開催日：4/3】

松野町 4月下旬 滑床渓谷山開き 祭
❶足摺宇和海国立公園滑床渓谷
❷松野町森の国創生課
☎0895（42）1116
http://www.town.matsuno.ehime.jp/

年間10万人を超える滑床渓谷の来訪者の安全を祈願
する神事等が行われます。
【前年開催日：4/22】

愛
媛
県

西予市 2/11（土・祝）～
4/9（日）

県歴史文化博物館特別展
『はに坊と行く！「えひめの
古墳探訪」』

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
http://www.i-rekihaku.jp/

近年、古墳めぐりが歴史ブームの一つとして人気上
昇中です。愛媛県内にも約2,000基の古墳がありま
す。本展では、当館のマスコットキャラクター「はに
坊」が県内の古墳を探訪しながら、県内の古墳や出
土品についてわかりやすく解説します。

西予市 2/21（火）～
4/3（月）

県歴史文化博物館
テーマ展「おひなさま」

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
http://www.i-rekihaku.jp/

桃の節句に合わせて、西条藩松平家伝来の雛飾りを
中心に、有職雛から洋装の明治天皇・皇后変わり雛
まで、さまざまなタイプの雛飾りを紹介します。

砥部町 4/1（土）開園記念日イベント 祭
❶とべ動物園
❷とべ動物園　☎089（962）6000
http://www.tobezoo.com/

開園記念日を記念して入園者に記念品贈呈などを行
います。

宇和島市 4/8（土）～
4/23（日） 南楽園つつじまつり

❶南楽園
❷南楽園　☎0895（32）3344
http://www.nanreku.jp/
nanreku@nanreku.jp

ヒラドツツジやクルメツツジなど計約32,000株のつ
つじが彩り豊かに咲き揃います。特産品の販売、期
間中、庭園内にて句会ライブやモデル撮影会を予定
しております。

松山市 4/8（土）～
5/7（日）

県美術館企画展
「名嘉睦念展　風の伝

イアイ

言
を彫る」

❶松山市・愛媛県美術館
❷愛媛県美術館　☎089（932）0010
http://www.ehime-art.jp/
bijyutukan@pref.ehime.ｌｇ.jp

1953年沖縄県に生まれ、97年「地球温暖化防止京
都会議」の記念切手やポスター等で注目を浴びた名
嘉睦稔は、木版画に裏手彩色という技法で、美しく
繊細かつ壮大な作品群を生み出しています。本展は、
代表的な大作「大礁円環」（畳12畳大）他80点余を
展示し、氏の生命感あふれる作品世界を紹介します。
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えひめイベントBOX90
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

イイ トト
カカ レレ ンンダダーー
ンンベベ

月
April

４
月
愛
媛
県

５
月
東
予

イイ トト
カカ レレ ンンダダーー
ンンベベ

月
May

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

新居浜市 5/3（水・祝）、
5/5（金・祝）春は子ども天国

❶新居浜市内全域・銅夢にいはま
❷（一社）新居浜市観光協会
☎0897（32）4028
http://niihama.info/

5/3は市内全域で子ども太鼓台の運行、5/5は「銅
夢にいはま・憩いの森」において、お楽しみ満載の
イベントを実施します。

愛媛県
新居浜市

5/3（水・祝）～
5月上旬 
（予定）

県総合科学博物館
「わくわく！ミュージアム」

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
http://www.i-kahaku.jp/
kikaku@i-kahaku.jp

ゴールデンウィーク恒例のスペシャル科学イベント！
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 5/5（金・祝）
（予定）

ボート体験
クルージング

❶マリンパーク新居浜
❷新居浜マリーナサービス㈱
☎0897（46）5636
http://niihama-marina.com/

市民の皆様に、ボートクルージングを体験していた
だきます。定員10名×4クルージングです。【前年開
催日：5/5】

新居浜市 5/5（金・祝）ます釣り大会
❶稲荷山公園大生院ほたるの里
❷夢遊友うずい
☎（080）3424-6957

大生院校区の中心を流れる渦井川において、親子で
自然を楽しむイベントです。

新居浜市 5/7（日）ゆらぎの森パーゴラ藤祭り

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
http://besshiyama.com/yuragi/

日本最大級（直径45m）の巨大パーゴラ（藤棚）の
フジの花が見頃となり、園内の山野草も色々と見頃
を迎え、散策に一番良い季節になります。パーゴラ
内では、オーベルジュゆらぎの青空レストランや地
域の特産品の販売を行います。また、5月上旬～中
旬頃には、ゆらぎの森や瓜生野地区でクマガイソウ

（ラン科）の麗美な花が観賞できます。

新居浜市 5月上旬～
5月下旬 しゃく薬まつり

❶マイントピア別子しゃく薬園
❷マイントピア別子　☎0897（43）1801
http://besshi.com/

マイントピア別子には、40種類約24,000本のしゃく
薬があります。その規模は四国最大級と言われてい
ます。そのしゃく薬が花をつける時期に、毎年、しゃ
く薬まつりを開催しています。住友企業の旧接待館
の一部である泉寿亭周辺では、お茶席も用意してい
ます。大輪の花を見ながら、お茶とお菓子を楽しめ
ます。（お茶席のみ有料300円）

新居浜市 5/13（土）・
5/14（日）

“四国一の今が旬”
しゃく薬園と
愛南町かつおまつり

❶マイントピア別子芝生広場他
❷マイントピア別子　☎0897（43）1801
http://besshi.com/

マイントピア別子のしゃく薬まつり開催期間中に、か
つおの水揚げ量四国一を誇る愛媛県愛南町の物産
市、新居浜市の物産市も同時開催します。【前年開催
日：5/14・5/15】

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 4/22（土）～
6/5（月）

県美術館企画展
「京都・細見美術館名品
展」

❶松山市・愛媛県美術館
❷愛媛県美術館　☎089（932）0010
http://www.ehime-art.jp/
bijyutukan@pref.ehime.ｌｇ.jp

細見美術館のコレクションは、日本美術史を総覧す
る幅広い年代と分野で構成され、「日本美術史の教
科書」とも称される優れた質量を誇ります。本展は、
コレクションを代表する伊藤若冲や俵屋宗達・尾形
光琳・酒井抱一といった巨匠など、重要文化財７件
を含む日本有数の古美術コレクションを、愛媛で初
めて紹介するものです。

西予市 4/22（土）～
6/25（日）

県歴史文化博物館特別展
「迷路絵本―香川元太郎
のフシギな世界―」

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
http://www.i-rekihaku.jp/

愛媛県出身の迷路絵本作家・香川元太郎氏の『時の
迷路』等は、シリーズ13冊がベストセラーとして親
しまれています。香川氏の作品を中心に紹介するこ
とで、子ども達が歴史・文化に興味を持つきっかけ
づくりとなる展示です。

砥部町 4/23（日） 飼育の日イベント
❶とべ動物園
❷とべ動物園　☎089（962）6000
http://www.tobezoo.com/

飼育の日にちなんで園内ガイドツアーを実施します。
【前年開催日：4/19】

砥部町 4月下旬 ヒツジの毛刈り
❶とべ動物園
❷とべ動物園　☎089（962）6000
http://www.tobezoo.com/

毛刈りを実演し、毛刈り方法、毛の用途などについ
ての知識向上と動物に対する理解を深めてもらうた
め実施します。【前年開催日：4/24】

松山市 4月 お花見 祭
❶道後公園
❷湯築城資料館　☎089（941）1480
http://dogokouen.jp/
info@dogokouen.jp

約300本の桜の見頃に合わせたお花見時期に抹茶席
「ゆづきカフェ」をご用意しております。
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イベントカレンダーBOX 91

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

５
月

イイ トト
カカ レレ ンンダダーー
ンンベベ

月
May

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

新居浜市 5/14（日） 愛顔つなぐえひめ国体バウンドテニス

❶新居浜市山根総合体育館
❷新居浜市国体推進室
☎0897（65）1520
http://www.niihama-kokutai.jp/

デモンストレーションスポーツとして、バウンドテニ
ス競技大会が開催されます。バウンドテニスは、ラ
ケット、ボール共にテニスより小さく軽い道具を使っ
てプレーするため、初心者でも気軽にでき、小学生
から高齢者まで楽しむことができます。

新居浜市 5月中旬
（予定）

四国フローティングボー
トショー

❶マリンパーク新居浜
❷新居浜マリーナサービス㈱
☎0897（46）5636

各社、新艇・中古艇の展示・試乗会が行われます。
【前年開催日：5/14・5/15】

新居浜市 5/21（日）
（予定）

校区運動会
町民運動会
小学校、地域合同運動会

❶市内各地
❷新居浜市教育委員会社会教育課
☎0897（65）1300

住民参加による運動会を開催します。【前年開催日：
5/15】

新居浜市 5月下旬 若宮ふれあい大運動会
❶若宮小学校グラウンド
❷若宮公民館
☎0897（34）7612

学校・家庭・地域が一体となった運動会を開催しま
す。

西条市 5月中旬 石鎚山系元気ウォーキン
グ大会

❶ いの町道瓶ヶ森西線（スタート：瓶ヶ森駐車場、
ゴール：土小屋第2駐車場）

❷西条市スポーツ健康課　☎0897（56）5151

石鎚山脈の壮大な景色を堪能できる、瓶ヶ森林道の
約10ｋｍをコースとしたウォーキング大会です。【前
年開催日：5/15】

今治市 5/1（月） 笠鉾まつり 祭
❶古谷・多伎神社
❷今治市朝倉支所産業建設課
☎0898（56）2500

笹竹に子供の衣装を着せた「笠鉾」を手にして、「マー
マイソ・カーカイソ牛馬が繁盛するように」などと
唱えながら、殿内を3回、社殿の周りを1回まわります。
無病息災、家内安全、豊作を祈願する祭りです。

今治市 5/2（火）・
5/3（水・祝）矢矧神社地方祭 祭

❶朝倉北・矢矧神社
❷今治市朝倉支所産業建設課
☎0898（56）2500

県無形民俗文化財に指定されている獅子舞、ニワカ
芝居（にわか狂言）が奉納され、御神輿巡行などが
行われます。

今治市 5/3（水・祝）
（予定）藤まつり

❶大三島町宮浦・大三島藤公園
❷藤まつり実行委員会
☎0897（82）0500

おもてなしの心と藤の花と香りに包まれた中で野点
茶会を行います。そのほかに屋台村・句作展示・生
花展・野菜や花の苗の販売コーナー等のイベントも
実施します。【前年度開催日：5/3】

今治市 5/5（金・祝）多伎神社地方祭 祭
❶古谷・多伎神社
❷今治市朝倉支所産業建設課
☎0898（56）2500

県無形民俗文化財に指定されている獅子舞の奉納な
どが行われます。

今治市 5/5（金・祝）児童館子供祭
❶朝倉児童館
❷朝倉児童館
☎0898（36）7102

朝倉児童館で、こどもの日に楽しい思い出作りとして、
乳幼児から大人まで楽しめる映画鑑賞会を行います。
また家族でできるゲームや工作なども準備しています。

今治市 5/13（土）・
5/14（日）

第38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
http://www.stia.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。

今治市 5/13（土）
第6回
瀬戸内安芸灘とびしま海
道ウォーキング大会

❶安芸灘とびしま海道
❷今治市関前支所住民サービス課
☎0897（88）2111

安芸灘とびしま海道の下蒲刈島（大津泊庭園）をスター
トし、岡村島（関前開発総合センター）ゴールまでの
30キロコース。美しい新緑の瀬戸内海を背景にみかん
の花香る島々で快適なウォーキングが楽しめます。広
島県呉市の後援をしています。【前年度開催日：5/14】

今治市 5/14（日）
（予定）

かわら館フェスタ2017
～バラまつり～

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

手形体験、バラ苗の販売、瓦窯の焼きたてピザ他バザー、
フォトコンテスト。公園内では100種900株の大輪・中
輪・ミニバラが咲き誇ります。【前年度開催日：5/15】

今治市 5/14（日） 市民軽スポーツフェスティバル
❶市営球場ほか
❷今治市体育振興課
☎0898（36）1604

生涯スポーツの一環として、年齢・性別に関係なく
楽しめるスポーツを集めたり、校区対抗の種目を行
い、市民の親睦と交流を図っています。

今治市 5/17（水）・
5/18（木）

大山祇神社
例大祭・後宮祭 祭

❶大三島町・大山祇神社
❷大山祇神社
☎0897（82）0032

毎年旧暦の4/22に行われる祭礼です。大山祇神社が
現在の位置に移された日を起源とします。神社から
宮浦港までの間に市が立ち露店が並び、賑わいます。

今治市
5/20（土）・
5/21（日）
（予定）

春の大祭（大西地方） 祭
❶大西町・町内全域
❷今治市大西支所産業建設課
☎0898（53）3500

大西地区の各所で、獅子舞の奉納 ｢継獅子の立ち芸」
が行われます。特に、九王地区の龍神社の継獅子は
祭神の海上渡御の先導として船上で行われ、見応え
があるものです。【前年度開催日：5/14・15】

今治市 5/28（日）
（第4日曜日）春の大祭（波方地方） 祭

❶波方町内各神社
❷今治市波方支所産業建設課
☎0898（41）7111

波方地方で行われる地方祭で、継獅子の奉納等が行
われます。継獅子はその昔、伊勢地方から伝わった
とされており、三継ぎ・四継ぎ・五継ぎと繰り広げ
られるその妙技は見事です。

今治市 5/30（火）
（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（82）0032

島内13地区から選ばれた16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 5月下旬
（予定）バラ祭りよしうみ2017

❶よしうみバラ公園
❷バラ祭り実行委員会

絵手紙・フラワーアレンジメント・砂絵等ミニイベ
ントを多数実施します。また、バラが満開で、見て
良し・参加して良し、お子さまからお年寄りの方ま
で楽しめます。【前年度開催日：5/21・22】
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えひめイベントBOX92
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

５
月

イイ トト
カカ レレ ンンダダーー
ンンベベ

月
May

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 5月 今治地方春祭り 祭
❶今治市内各神社
❷今治市観光課
☎0898（36）1541

今治地方の各地区で行われる地方祭です。それぞれ
の神社で継獅子の奉納が行われます。特に野間神社、
吹揚神社に各地区の継獅子が集結し、競演する様は
圧巻です。

上島町 5/5（金・祝）弓削東泉寺薬師祭（おやくっさん） 祭
❶弓削島：東泉寺
❷東泉寺　☎0897（77）2579
http://www.town.kamijima.lg.jp/

花祭の法要を盛大に行います。当日は参道に露店が
並び、寺では甘茶やご飯の接待があります。

中
　
　
　
　
予

松山市 5/3（水・祝）・
5/4（木・祝）北条鹿島まつり 祭

❶北条鹿島周辺
❷松山市観光・国際交流課
☎089（948）6556

祭典、櫂練踊り、大注連縄張替え等が開催されます。

松山市
5/3（水・祝）～
5/5（金・祝）

（予定）
こどもの日イベント

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
http://www.cul-spo.or.jp/comcen/

手作り工作等を行います。
（予定）

松山市 5/10（水）
（予定）第26回二之丸薪能

❶松山城二之丸史跡庭園
　（雨天時：松山市民会館・中ホール）
❷松山市文化協会　☎089（909）8008

松山の貴重な伝統行事として継承されている能楽を
四百年の歴史を誇る石垣を背景に松山城二之丸史跡
庭園にて開催します。

松山市 5月上旬～中旬
（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
http://www.city.matsuyama.ehime.jp/

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
5/13（土）・
5/14（日）
（予定）

二之丸大茶会・
春の生活文化部展示会

❶松山城二之丸史跡庭園
❷松山市文化協会
☎089（909）8008

（二之丸大茶会）流水と草木に囲まれた二之丸史跡
庭園において茶会を開催し、市内各流派が抹茶・煎
茶にて“おせったい”します。

（春の生活文化部展示会）松山市文化協会の会員に
よる盆栽・さつき・洋らんの展示会を開催します。

松山市 5/13（土）・
5/14（日）

プロ野球公式戦
東京ヤクルトスワローズ 
vs 中日ドラゴンズ

❶坊っちゃんスタジアム
❷東京ヤクルト公式戦事務局
☎089（935）6748

2017年度プロ野球公式戦が開催されます。

松山市 5月中旬
（予定）

四国地区埋蔵文化財セン
ター巡回展「発掘へんろ
　四国のハニワ」
講演会①

❶松山市考古館
❷松山市考古館
☎089（923）8777
http://www.cul-spo.or.jp/koukokan

展示品を深く理解するための講演です。

松山市 5月中旬
（予定）

ぬいぐるみといっしょの
おはなし会＆ぬいぐるみ
のとしょかんおとまり会

❶松山市立中央図書館
❷中央図書館事務所
☎089（943）8008

児童が、ぬいぐるみといっしょに図書館のおはなし
会に参加し、ぬいぐるみを一晩、図書館に“お泊り”
させるおはなし会を開催します。

松山市
５月中旬～

6月下旬（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（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 5/21（日） 第55回松山市民バレーボール大会
❶松山市総合コミュニティセンター体育館ほか
❷松山市スポーツ振興課
☎089（948）6889

公民館対抗のバレーボール大会です。

松山市 5/21（日）

愛顔つなぐえひめ国体
デモンストレーションス
ポーツ
ペタンク

❶愛媛県職員運動場
❷松山市国体競技課
☎089（909）7846

愛顔つなぐえひめ国体のデモンストレーションス
ポーツとして開催します。

松山市 5/27（土）・
28（日）

愛顔つなぐえひめ大会
リハーサル大会

❶ 愛媛県総合運動公園・愛媛県武道館・松山中央
公園など

❷松山市国体競技課
☎089（909）7846

第17回全国障害者スポーツ大会リハーサル大会で
す。愛顔つなぐえひめ大会の開催競技のうち松山市
では正式競技６競技が開催されます。

松山市 5/27（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。

愛媛県
東温市

5/3（水・祝）・
5/4（木・祝）

（予定）
えひめ花まつり

❶愛媛県農林水産研究所花き研究指導室
　（旧愛媛県花き総合指導センター）〔東温市〕
❷えひめ花まつり実行委員会・愛媛県農産園芸課
☎089（912）2570

県産花きの展示・品評会等、試験研究機関成果展示、
県産花き即売、花育コーナー、趣味園芸展、チャリティ
フラワーオークション、花の苗・種プレゼントなどを
実施します。【前年開催日：5/3・5/4】

東温市 5/20（土） 宇氣洲神社ジャズの夕べ
❶宇氣洲神社（田窪）
❷宇氣洲神社
☎089（964）8752

音楽を通じて、子供からお年寄りまで、多くの人が
交流できる場です。高校生や社会人バンドによるジャ
ズ演奏と、幻想的なライトアップを楽しむことがで
きます。

東温市 5/28（日）
愛顔つなぐえひめ大会
リハーサル大会
フットベースボール競技

❶東温市総合公園多目的グラウンド
❷東温市国体推進課
☎089（964）4473

10月に開催される、えひめ大会のリハーサル大会で
す。東温市ではフットベースボール競技が開催され
ます。知的障がいのある選手が1チーム9人で競技し
ます。ルールは一般のソフトボールを基本としてい
ますが、バットやグローブは使わずに、ピッチャー
がサッカーボールを転がし、キッカーがそれを蹴っ
てプレーします。
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イベントカレンダーBOX 93

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

５
月
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月
May

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 5/21(日)

愛顔つなぐえひめ国体
デモンストレーションス
ポーツ競技
グラウンド・ゴルフ

❶笛ヶ滝公園多目的球技場
❷ 愛顔つなぐえひめ国体・久万高原町実行委員会
（久万高原町教育委員会内）
☎0892（21）1111

愛顔つなぐえひめ国体のデモンストレーションス
ポーツ競技として、専用のクラブ、ボール、ホール
ポストを使用してゴルフのようにプレイするグラウ
ンド・ゴルフを実施します。

松前町 5/3（水・祝）松前港祭り
❶松前港
❷松前町漁業協同組合
☎089（984）1174

マグロの解体ショー、魚のつかみ取り、鮮魚販売、
湧水太鼓、漁船パレードが催されます。

南
　
　
　
　
予
　

内子町 5/5（金・祝）いかざき大凧合戦 祭
❶内子町・五十崎豊秋河原
❷内子町役場町並・地域振興課
☎0893（44）2118
http://www.we-love-uchiko.jp/

五十崎地区を流れる清流・小田川をはさんで両岸から何十
もの凧をあげ、「ガガリ」という刃物で糸を切りあう、約
400年の歴史をもつ勇壮な伝承行事です。当日は、大凧合
戦や“百畳凧”の凧揚げの挑戦が行われるほか、凧踊り・
太鼓の披露などイベント目白押し。当日本部に申込すれば、
自分で凧揚げをすることもできます。（有料）

大洲市 5/14（日） 鹿野川湖ドラゴンボート大会
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
☎0893（34）2311

龍をかたどったボートに、漕ぎ手8人、舵取り1人、
伴奏（太鼓を叩く人）1人の計10人でチームを組んで、
往復450mでレースを行います。

大洲市 5月下旬
（予定）渓流つり大会

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
http://www.city.ozu.ehime.jp/

河辺川の渓流で魚釣りを行い、魚の大きさを競い合
います。

大洲市 5月・8月・11月
の第4土曜日

禅寺で修行体験in如法
寺

❶如法寺
❷The Zen 如法寺もりあげ隊
☎050（3702）5140
https://ozu-the-zen.jimdo.com/

国指定重要文化財如法寺の仏殿において、静寂の中
での座禅体験が行えます。

八幡浜市 5/27（土）・
5/28（日）

愛顔つなぐえひめ大会
リハーサル大会
バレーボール競技会（精
神障がい部門）

❶八幡浜市民スポーツセンター
❷ 八幡浜市教育委員会生涯学習課えひめ国体推進室
☎0894（22）3111

第17回全国障害者スポーツ大会（愛顔つなぐえひめ
大会）のリハーサル大会です。第17回全国障害者ス
ポーツ大会中国・四国ブロック予選会を兼ねていま
す。

伊方町 5/3（水・祝）
（予定）

佐田岬灯台点灯100年祭 
兼 第２回はなはな祭り

❶佐田岬はなはな
❷佐田岬はなはな　☎0894（21）1730
　伊方町産業建設課観光商工室　☎0894（38）0211

佐田岬灯台点灯100年を祝うイベントを開催。佐田岬
はなはなを会場とし、第２回はなはな祭りと同時開催。
ステージイベントをはじめ、特産品の販売や灯台に関
するイベントなどが行われ、多くの人で賑わいます。

伊方町 5月中旬
（予定）

佐田岬ふるさと
ウォーク2017

❶八幡浜市役所～佐田岬はなはな
❷佐田岬広域観光推進協議会
☎0894（22）3111（八幡浜市）
☎0894（38）0211（伊方町）

日本一細長い佐田岬半島を一緒に歩きませんか。春
の岬は柔らかな陽射しと爽やかな潮風でいっぱい。
さあ、一歩から始めましょう。
【前年開催日：5/21】

西予市 5/3（水・祝）第26回四国せいよ朝霧湖マラソン大会
❶野村町内
❷西予市教育委員会野村教育課
☎0894（72）1117

乙亥会館前をスタート･ゴールにハーフマラソンを中
心に開催されます。自然美あふれる朝霧湖畔を走る
マラソン大会です。

西予市 5/18（木）
（予定）

大野ヶ原龍王神社
春の大祭 祭

❶野村町大野ヶ原
❷龍王神社
☎0894（76）0235

海の神様である大野ヶ原小松が池の龍王神社春の大
祭、漁の安全祈願に県内外からの多くの参拝者で賑
わいます。【前年開催日：5/18】

西予市 5月下旬
（予定）土居家お茶会

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

土居家茅葺き茶室において昔ながらのお茶席を再現
します。来訪者には抹茶のサービス（有料）を行い
ます。

宇和島市 5/4（木・祝）・
5/5（金・祝）

伊達なうわじまお城まつ
り

❶宇和島城周辺
❷宇和島市産業経済部商工観光課
☎0895（24）1111

宇和島藩伊達家の歴史・文化の魅力を大々的にお伝
えするイベントを開催します。4日は一昨年の400年
祭、昨年の南予博を華やかに盛り上げた伊達家宇和
島入部を再現する武者行列、4日・5日は現存12天守 
宇和島城を舞台にグルメの実演販売やお城をめぐる
スタンプラリー、無料体験ブースなど盛りだくさん
の内容です。

宇和島市 5/20（土）～
6/11（日） 南楽園花菖蒲まつり

❶津島町・南楽園
❷南楽園　☎0895（32）3344
http://www.nanreku.jp/
nanreku@nanreku.jp

南楽園最大のイベント。園内二ヶ所の菖蒲園では
30,000株25万本の花菖蒲が咲き競います。期間中
はお茶席や地元特産品の販売コーナーが特設されま
す。

愛媛県
宇和島市

5/27（土）～
6/4（日） 竹灯篭の夕べ

❶南楽園
❷南楽園　☎0895（32）3344
http://www.nanreku.jp/
nanreku@nanreku.jp

南楽園を夜間開園し、竹灯篭オブジェや、ライトアッ
プされた花菖蒲等、幻想的な日本庭園をご覧頂けま
す。

宇和島市 5/30（火）～
6/4（日）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。

鬼北町 5月下旬～
6月上旬 さつき祭り

❶鬼北町下鍵山・道の駅「日吉夢産地」
❷鬼北町日吉公民館
☎0895（44）2211

日吉盆栽会の会員により丹精込めて育てられた艶やか
なさつき約80点が飾られます。中には樹齢100年を超
えるものもあり、町内外から多くの鑑賞者が訪れます。

鬼北町
5月下旬～6月中旬

毎週金・土
※荒天中止※田植え時
期により日程変動あり

穂田るの里の幻灯火
❶ 鬼北町大宿（愛治公民館から国道441号線を野
村方面に向けて約5㎞）

❷鬼北町企画振興課
☎0895（45）1111

山間にある棚田を利用して約800個の明りをともし、
その景観とともにそばに流れる小川の音、蛍の優し
い光を楽しむイベントです。
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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

５
月

イイ トト
カカ レレ ンンダダーー
ンンベベ

月
May

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 5月上旬 春の
滑床渓谷自然観察登山

❶足摺宇和海国立公園滑床渓谷
❷松野町教育委員会
☎0895（42）1118
http://www.town.matsuno.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。【前回中止】

松野町
見頃

5月中旬～
6月上旬

森の国オープンガーデン
すみれの丘

❶ガーデンすみれの丘（松野町富岡）
❷ガーデンすみれの丘
☎0895（42）0578
http://smirenooka.blog.fc2.com/

森の国の手作りガーデンです。家族で整備した園内
には、バラ、椿、アジサイなどの花やハーブが植え
られ、訪れる人を癒してくれます。土日にはコーヒー
と手作りおやつのセットが味わえるカフェも。

松野町 5月中旬～
8月下旬 うなぎジゴク漁体験

❶広見川
❷ 森の国グリーンツーリズムクラブ（森の国創生課内）
☎0895（42）1116

日本最後の清流「四万十川」最大の支流「広見川」
で天然うなぎ漁を体験できます。漁法も、古くから
地元に伝わる伝統的漁法にて体験できます。獲れる
か獲れないかは、神のみぞ知る。天然うなぎをGet
した後は、当然うなぎ料理を味わえます。

愛南町 5月連休
（予定）

愛南サッカー
フェスティバル2017
（高校生の部）

❶蓮乗寺球技場・蓮乗寺グラウンド・
　御荘公園グラウンド他
❷愛南町教育委員会生涯学習課
☎0895（73）1111
http://www.town.ainan.ehime.jp/

全国高校サッカー界屈指の強豪校チームを数チーム
迎えて、地元の南宇和高校を加え、ハイレベルな試
合が展開されます。

愛南町 5/5（金・祝）
（予定）愛南ファミリー釣り大会

❶愛南町内
❷愛南町観光協会／愛南町商工観光課
☎0895（73）0444・0895（72）7315

関西や九州からも多くの釣り人が訪れる屈指の釣り
スポット愛南町でファミリーを対象とした波止場釣
り大会を開催します。

愛南町 5月上旬
（予定）一本松少年剣道大会 ❶一本松交流促進センター

子供達の心身鍛練と健康の増進を図り、併せて相互
の技術の向上を目指すとともに明るく豊かな生活を
営む態度を育てます。

愛南町
5/12（金）・
5/13（土）
（予定）

西瀬戸グラウンドゴルフ
交流大会

❶城辺球場
❷大会実行委員会（南レク㈱南宇和管理事務所）
☎0895（72）3212

中国・四国地方から多くの競技者が集まるグラウン
ドゴルフの大きな大会です。

愛南町 5/28（日）
ぎゅぎゅっと愛南！夏の陣
～海と山を喰らう～
【旧愛南びやびや祭り】

❶愛南漁協御荘支所（新施設）
❷ 愛南食のイベント実行委員会（愛南町商工観光課）
☎0895（72）7315
http://www.town.ainan.ehime.jp/

愛媛県唯一のカツオ水揚げ基地の愛南漁協深浦市場
は、四国一の年間水揚量を誇ります。そんな愛南町
自慢のカツオを扱うイベントを名称・会場も新たに
パワーアップし開催します。

愛
　
媛
　
県

松山市 5/3（水・祝）湯築市
❶道後公園
❷湯築城資料館　☎089（941）1480
http://dogokouen.jp/
info@dogokouen.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。

宇和島市 5/3（水・祝）～
5/7（日）わんぱく IN 南楽園 祭

❶南楽園
❷南楽園　☎0895（32）3344
http://www.nanreku.jp/
nanreku@nanreku.jp

南楽園と南楽園ファミリーパークにおいて大道芸や
昔懐かしい遊具コーナーなど親子が楽しめるイベン
トを開催します。

西予市 5/3（水・祝）～
5/7（日）

県歴史文化博物館
ＧＷ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
http://www.i-rekihaku.jp/

鎧武者に変身できる着付け体験など、楽しいイベン
トを多数開催します。大名家の甲冑も多数展示しま
す。【前年開催日：5/3～5/5】

松山市 5/7（日） 道後公園大清掃
❶道後公園
❷湯築城資料館　☎089（941）1480
http://dogokouen.jp/
info@dogokouen.jp

道後公園の清掃ボランティアです。

今治市 5/13（土） 愛媛県植樹祭
❶今治市営スポーツパーク内
❷（公財）愛媛の森林基金
☎089（941）2111（内5318）

森林整備や緑化思想の意識啓発のため、緑の少年団
の活動発表及び参加者による記念植樹を行います。

宇和島市 5/20（土）～
6/11（日） 南楽園花菖蒲まつり

❶南楽園
❷南楽園　☎0895（32）3344
http://www.nanreku.jp/
nanreku@nanreku.jp

南楽園最大のイベント。園内二ヶ所の菖蒲園では
30,000株25万本の花菖蒲が咲き競います。期間中
はお茶席や地元特産品の販売、地域芸能（和太鼓演
奏予定）、もちまきなど開催予定です。

砥部町 5月中旬の週末 第30回とべ動物園
写生大会

❶とべ動物園
❷とべ動物園　☎089（962）6000
http://www.tobezoo.com/

当園の動物を題材に絵画コンクールを実施します。
（対象：県内の保育所・幼稚園児、小・中学生、高校
生以上一般）【前年開催日：5/7】

松山市 5月中旬
（予定）萬翆荘バラ展

❶萬翆荘〔松山市〕
❷愛媛県農産園芸課
☎089（912）2570

各種バラの展示、品評会、抽選によるバラ苗プレゼ
ント、バラ苗木や肥料の販売などを実施します。

松山市 5/24（水）
（予定）愛媛県しいたけ共進会

❶愛媛県生涯学習センター〔松山市〕
❷愛媛県林業政策課林業企画係
☎089（912）2587

「愛」あるブランド産品である乾しいたけの生産振興
と消費拡大を図るため、優良生産者に対する表彰を
行うとともに、優良乾しいたけの展示・即売等を実
施します。

松山市
5/27（土） ～
7/2（日） 
  （予定）

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。
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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
June

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 6/4（日）
（予定）霧の森お茶まつり

❶霧の森周辺
❷霧の森
☎0570（07）3111

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：6/5】

四国中央市 6/25（日）
（予定）新宮あじさい祭り

❶新宮町上山、中野地区Ｒ319号沿い
❷四国中央市観光交通課
☎0896（28）6187

4haに2万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：6/26】

新居浜市 6/1（木）～
6/30（金）

2018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（32）4028
http://niihama.info/

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、2018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 6/3（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（41）6735

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。【前年度開催日：
6/4】

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（3424）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。バザー等もあります。

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（41）5420

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 6/11（日）
（予定）池田池菖蒲まつり

❶池田池公園
❷船木公民館
☎0897（41）6003

1万5千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、子ども太鼓台も出場し
ます。【前年開催日：6/12】

新居浜市 6月～ 2月
（予定）

第48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。【前年開催日：
10/2、10/9、10/10】

今治市 6/4（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（41）7111

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（32）0122

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：6/25～8/13】

今治市 6月
（予定）虫送り 祭

❶伯方町・善福寺
❷善福寺
☎0897（73）0152

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：6/25】

中
　
　
　
　
予

松山市 6/3（土）～
9（金）

第31回宇宙技術および
科学の国際シンポジウム
（ＩＳＴＳ）愛媛・松山大会

祭
❶ひめぎんホール
❷松山市企画戦略課
☎089（948）6213

世界最大級の宇宙国際会議が四国で初めて開催され
ます。一般の方が参加できる国際宇宙展示やトーク
イベントなどは、6月3日から7日まで開催されます。

松山市 6/4（日）

愛顔つなぐえひめ国体
デモンストレーションス
ポーツ
ブラインドテニス

❶愛媛県身体障がい者福祉センター
❷松山市国体競技課
☎089（909）7846

愛顔つなぐえひめ国体のデモンストレーションス
ポーツとして開催します。

松山市 6月上旬
（予定）

まつやま水道フェスタ
2017

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
http://www.city.matsuyama.ehime.jp/
kurashi/kurashi/josuido/pr/index.html

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）

四国地区埋蔵文化財セン
ター巡回展「発掘へんろ
　四国のハニワ」
講演会②

❶松山市考古館
❷松山市考古館
☎089（923）8777
http://www.cul-spo.or.jp/koukokan

展示品を深く理解するための講演です。

松山市 6/18（日）

愛顔つなぐえひめ国体
デモンストレーションス
ポーツ
３B体操

❶北条スポーツセンター体育館
❷松山市国体競技課
☎089（909）7846

愛顔つなぐえひめ国体のデモンストレーションス
ポーツとして開催します。

松山市 6/18（日）

子規・漱石生誕150年
記念
第20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（943）1512
http://www.haikukoushien.com/

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、
高校生が熱いことばのバトルを繰り広げます。

松山市
6/24（土）、7/1（土）、
7/8（土）、7/15（土）、
7/22（土）、7/29（土）、

8/5（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
☎089-998-3533（㈱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。
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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
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松山市総合コミュニティセンターこども館
☎089（943）8228
http://www.cul-spo.or.jp/comcen/

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。

東温市 6/3（土）
スイーツマラソンとうお
んファミリーフェスティバ
ル

❶東温市総合公園
❷東温市産業創出課
☎089（964）4414

四国初開催の「スイーツマラソン大会」と、市内事
業所のPRやゆるキャラ®イベントを楽しめる「とう
おんファミリーフェスティバル」を同時開催します。
また、会場内では「とうおんグルメフェスタ」や「東
温市観光物産展」なども開催し、来場された方が『東
温市』を楽しめるイベントをご提供します。

久万高原町 6月上旬 田んぼの学校
（田植え）

❶中津休場地区
❷久万高原町公民館中津分館 
☎0892（54）2121
http://www.nakatsu-ehime.jp/

地域の休耕田を活用し、手植えによる田植え体験や
中津産にこだわった料理を楽しめます。

松前町 6/3（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）4117

昭和45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 6/3（土）
（予定）

第31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（994）5852
http://iyokankou.jｐ/

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 6/3（土）
（予定）

第29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（994）5852
http://iyokankou.jｐ/

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（946）7245

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（982）0171

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月上旬 坪内家ほたるまつり
❶坪内家
❷NPO法人とべ・TOBE
☎089（962）2747

ホタル観賞会。石窯焼ピザも楽しめます。

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）2070

歌手によるコンサートや旬の野菜の販売などを行い
ます。（予定）
【前年開催日：6/26】

南
　
　
　
　
予

大洲市 6/1（木）～
6/15（木）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　☎0893（24）2664
http://www.oozukankou.jp/

新谷のしょうぶ園では、約8,000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 6/1（木）～
9/20（水）うかい 祭

❶大洲市大洲肱川
❷大洲まちの駅あさもや　☎0893（24）7011
http://www.kurarinet.com/

日本三大鵜飼にも数えられる大洲のうかいは、鵜船
と屋形船が共に川を下りながら鵜匠の妙技に酔いし
れる水郷大洲でしか味わえない夏の風物詩です。

大洲市 6/1（木）～
9/20（水）

ホリデーイン　Canoe＆
SUP

❶大洲城下の肱川
❷大洲まちの駅あさもや
☎0893（24）7011

大洲城下の肱川でカヌーと、人気のあるSUPをイン
ストラクターの指導の下、初心者でも気軽に安全に
楽しめます。

大洲市 6/3（土） 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
☎0893（34）2311

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 6/4（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
☎0893（34）2181

男子・女子各ダブルス（先着48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 6/4（日）～
10/1（日）

いやしの肱川カヌーツー
リング

❶大洲市肱川
❷道の駅清流の里ひじかわ
☎0893（34）2700

インストラクターと共に清流肱川約6キロをカヌーで
下るロングライドツーリング（約3時間）を体験でき
ます。出発前に初心者講習も行いますので、初心者
でも楽しめます。

大洲市

・ 花菖蒲
　6月上旬～中旬頃
・ アジサイ
　6月中旬～7月中旬頃
・ 彼岸花
　9月中旬頃

稲積癒しの花祭り
❶大洲市稲積
❷稲積癒しの里山
☎090（7572）1952

稲積地区の美しい田園風景に、花菖蒲（120種類2万
株）・アジサイ（250種類）、彼岸花が咲き誇ります。
休憩所では、うどん、コーヒー等の販売、採れたて
の農産物直売を行います。

大洲市 6/18（日）
（予定）

第23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
☎0893（54）0301

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。
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イベントカレンダーBOX 97

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
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

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
☎0893（24）2111

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（金）
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
☎0893（34）2311

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
☎0894（82）1116

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 6/3（土）・
6/4（日）

宇和島Hawaiian
フェスティバル2017
～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Hawaiianフェスティバル実行委員会
☎0895（22）0762

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（22）3934
http://www.uwajima.org/

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400円、幼児150円。

宇和島市 6/17（土）～
8/20（日）

第25回南楽園
全国風りんまつり

❶津島町・南楽園
❷南楽園　☎0895（32）3344
http://www.nanreku.jp/
nanreku@nanreku.jp

北は北海道から南は沖縄県まで全国47都道府県から
500種類3,000点の風りんを展示販売します。また
世界16カ国から集めた世界の風りん展も同時開催し
ます。

鬼北町
6月下旬～
8/31（木）
（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（48）0830
そうめん流し期間中のみ
http://www.town.kihoku.ehime.jp/site/kan
ko-e/3.html

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300円、幼児
200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目黒の里ホタル愛好会
☎0895（42）111６
http://www.town.matsuno.ehime.jp/

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：6/4】

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（42）1118
http://www.town.matsuno.ehime.jp/

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：6/5】

愛南町 6/10（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（73）1111

スイム1.5km、バイク40km、ラン10km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
　

松山市 6/3（土） 湯築市
❶道後公園
❷湯築城資料館　☎089（941）1480
http://dogokouen.jp/
info@dogokouen.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。

砥部町 6/4（日）
（予定）歯の衛生週間行事

❶とべ動物園
❷とべ動物園　☎089（962）6000
http://www.tobezoo.com/

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：6/4】

松山市 6/7（水）～
7/23（日）

県美術館企画展
「ウェールズ国立美術館
所蔵　ターナーからモネ
へ」

❶松山市・愛媛県美術館
❷愛媛県美術館
☎089（932）0010
http://www.ehime-art.jp/
bijyutukan@pref.ehime.ｌｇ.jp

1907年設立のウェールズ国立美術館が誇るコレク
ションから、近現代のイギリスやフランスで活動し
た画家たちによる作品70点余りを展観。近代イギリ
ス風景画の双璧ターナーとコンスタブルをはじめ、
写実主義のドーミエやクールベ、印象派のマネ、モネ、
ルノワールなど、美術史に名を刻むスター級の画家
たちの個性きらめく作品が一堂に会します。

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（962）6000
http://www.tobezoo.com/

とべ動物園のアイドルであるアフリカゾウ「砥愛」の
4歳の誕生日を祝います。【前年開催日：5/29】

宇和島市 6/17（土）～
8/20（日）

第25回南楽園
全国風りんまつり

❶南楽園
❷南楽園　☎0895（32）3344
http://www.nanreku.jp/
nanreku@nanreku.jp

北は北海道から南は沖縄県まで全国47都道府県から
500種類3,000点の風りんを展示販売します。また
世界16カ国から集めた世界の風りん展も同時開催し
ます。

松山市 6/20（火）
（予定）

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（912）2332

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）7612

産業技術研究所の平成28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：6/3、7、16、17】
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えひめイベントBOX98
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

７
月

イイ トト
カカ レレ ンンダダーー
ンンベベ

月
July

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
7/15（土）

雨天時7/16（日）
20：00～ 20：50

（予定）

かわのえ夏まつり
花火大会

❶川之江港
❷四国中央市川之江観光協会
☎0896（28）6187

岸壁より約3,000発の打上げ花火や仕掛け花火が打
上げられます。さらに八幡神社の境内に露店が立ち
並びます。【前年開催日：7/16】

四国中央市 7/23（日）～
7/25（火）みなと祭花火大会

❶伊予三島商店街、三島港ほか
❷みなと祭実行委員会事務局
　（四国中央市観光交通課内）
☎0896（28）6187

おどり大会（23日）・ナイトバザール（24日）・花火
大会（25日※荒天の場合は翌日26日に延期）笹かざ
り等が行われます。

四国中央市
7/29（土）・
7/30（日）
（予定）

四国中央紙まつり
❶川之江商店街周辺（ふれあい広場）他
❷紙まつり実行委員会事務局
　（四国中央市産業支援課内）
☎0896（28）6186

手すき工程をアレンジした紙おどりや紙製品の即売、
そのほか各種イベントが行われます。
【前年開催日：7/30・7/31】

新居浜市
7/1（土）～
8/31（木）
（予定）

風鈴まつり
❶マイントピア別子
❷マイントピア別子
☎0897（43）1801
http://besshi.com/

鉱山列車が風鈴列車に！風鈴の音を聞きながら、ゆっ
くり渓谷美を楽しみませんか？また、全国の珍しい
風鈴を展示します。【前年開催日：7/1～8/31】

新居浜市 7/2（日）あじさい祭り
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
http://besshiyama.com/yuragi/

ゆらぎの森園内の山アジサイ等も見頃をむかえます。
作楽工房では、別途料金で苔玉、炭山水作りができ
ます。オリジナル作品を作製し、自宅の玄関などに
いかかでしょうか？

愛媛県
新居浜市

7/8（土）～
9/18（月・祝）

県総合科学博物館特別展
「カハクンのえひめスポー
ツ科学（サイエンス）」
（仮）

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
http://www.i-kahaku.jp/
kikaku@i-kahaku.jp

愛媛県の国体開催を契機に、県内のスポーツ競技に
ついて科学的に分析しながら、体験展示や実物資料
を通じて紹介します。競技や道具、体の構造を体験
を通じて楽しく学び、社会とスポーツの関係を考え
るきっかけを作ります。また、県内選手のプレーも
紹介します。

新居浜市 7月上旬
（予定）第8回マリン村

❶マリンパーク新居浜
❷新居浜商工会議所青年部
☎0897（33）5581

「とにかく新居浜を明るくしたい！元気にしたい！」と
市民一体化のイベントを企画。出展ブースの催し、
海上イベント、ミニＳＬ、車両展示、お菓子まき、ダ
ンス、巡視艇体験航海などを開催します。【前年開催
日：7/10】

新居浜市
7/14（金）～
8/31（木）
（予定）

ミネラルフェアー
❶マイントピア別子
❷マイントピア別子
☎0897（43）1801
http://besshi.com/

夏休み恒例のイベント。世界の原石、鉱石などの展
示即売を実施します。【前年開催日：7/15～8/31】

新居浜市 7/15（土）
（予定）

池田池をわたる風と
マンドリン

❶池田池公園
❷船木公民館
☎0897（41）6003

池田池公園のステージで夕日を背景にし、演奏会が
始まります。小、中学生による演奏に、フラありよさ
こいあり、最後にマンドリンの演奏に酔いしれます。

新居浜市 7/16（日）たかつ夏祭り
❶高津公民館
❷高津公民館
☎0897（32）3320

盆踊りや迷路、各種模擬店、ビンゴゲーム、防災教
室など子どもからお年寄りまでが楽しめる夏祭りで
す。【前年開催日：7/17】

新居浜市 7/16（日）
（予定）宮西校区夏祭り

❶宮西小学校
❷口屋跡記念公民館
☎0897（32）8430

やぐらを囲み地域住民が輪になり口屋音頭ほか盆踊
りの曲を一緒に踊ります。宮西小PTAの出店があり
20時からは盛大に花火を打ち上げます。

新居浜市 7/16（日）
（予定）すみの夏祭り

❶角野公民館、角野小学校グラウンド
❷角野公民館
☎0897（43）4717

角野公民館とみどりの教室において盆踊り、各種バ
ザーが開催されます。角野小学校みどりの教室の土
俵では、小学生によるちっびこ相撲の白熱した取り
組みが行われます。【前年開催日：7/17】

新居浜市
7/21（金）～
8/28（月）
（予定）

オーベルジュゆらぎの夏
休み

❶森林公園ゆらぎの森
❷作楽工房またはオーベルジュゆらぎ
☎0897（64）2252・0897（64）2220
http://besshiyama.com/yuragi/

ご宿泊者にはカブトムシ・クワガタなどの昆虫をプ
レゼント！夜には満天の星空の下でバーベキュー！作
楽工房では夏休みの工作の宿題が完成します。ゆら
ぎの森で涼しい夏休みをお過ごしください。【前年開
催日：7/19～8/31】

新居浜市 7/22（土）ラブ金子ふるさと夏まつり
❶金子小学校グラウンド
❷地域交流センター
☎0897（34）6320

金子小学校グラウンドにやぐらを設置し、盆踊りや
地域の踊り「小女郎たぬき踊り」などを踊ります。
また、各種団体によるバザーもあります。イベント
の最後には花火を打ち上げて地域の人が夏のひとと
きを過ごします。

新居浜市 7/23（日） 愛顔つなぐえひめ国体カローリング

❶新居浜市市民体育館
❷新居浜市国体推進室
☎0897（65）1520
http://www.niihama-kokutai.jp/

デモンストレーションスポーツとして、カローリング
競技大会が開催されます。カローリングは、子ども
から高齢者まで年齢・性別・体力に関係なく、誰で
も気軽に参加できる楽しいインドアスポーツです。

新居浜市
7/28（金）または

8月上旬
（予定）

にいはま納涼花火大会
❶国領川河川敷（平形橋北側）
❷新居浜商工会議所
☎0897（33）5581

打ち上げ数約8,500発を誇る四国最大級の花火大会
です。スターマインなど大輪の打ち上げ花火が夜空
を彩り、美しい仕掛け花火が川面に映えます。特に
約400mのナイアガラの大瀑布は必見です。

新居浜市 7月下旬の土曜日
（予定）喜光地商店街稲荷市

❶喜光地商店街
❷喜光地商栄会
☎0897（41）5420

明治時代に始まった「稲荷市」、欠かすことなく引き
継がれてきました。踊り連によるステージ、ビンゴ
ゲーム大会など、夏のひと時の夕涼みとして遊びに
お越しください。【前年開催日：7/23】

新居浜市 7月下旬～
8月上旬 三世代交流そうめん流し

❶若宮公民館園庭
❷若宮公民館
☎0897（34）7612

新田診療所との共催事業で、三世代で手作りそうめ
ん流しをし、夏ならではの涼を楽しみます。
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イベントカレンダーBOX 99

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

７
月

イイ トト
カカ レレ ンンダダーー
ンンベベ

月
July

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

新居浜市 7月
（予定）

あかがねジャズフェス
ティバル2017

❶あかがねミュージアムあかがね座（多目的ホール）
❷あかがねミュージアム
☎0897（31）0305
http://www.akaganemuseum.jp/

あかがねミュージアムのステージで、四国で活躍し
ているバンドによるジャズフェスティバルを開催しま
す。
【前年開催日：7/30】

新居浜市 7月～ 8月
（予定）

近藤勝也・スタジオジブ
リ企画展

❶新居浜市美術館（あかがねミュージアム）
❷あかがねミュージアム
☎0897（31）0305
http://www.akaganemuseum.jp/

新居浜市出身のアニメーター近藤勝也さんの作品を
中心に、スタジオジブリのアニメ作品を展示します。

西条市 7/1（土）～
7/10（月） 石鎚山お山開き 祭

❶成就社～石鎚山頂
❷石鎚神社
☎0897（55）4044

西日本最高峰・「日本七霊山」のひとつに数えられる
石鎚山のお山開き。3体の御神像を先達が背負って
頂上へ駆け上ります。

西条市
7/24（月）
前夜祭

7/25（火）
きうり封じ

きうり封じ 祭
❶世田薬師（栴檀寺）
❷世田薬師
☎0898（66）5417
http://www.setayakushi.or.jp/

年1回土用の丑の日にきゅうりに病者の氏名、病名を
記したお札を添え、祈祷ののち本堂裏の穴に埋め、
病苦をきゅうりに封じこめる儀式です。

西条市
7/29（土）・
7/30（日）
（予定）

小松町ふるさと祭り
❶小松駅前通り
❷周桑商工会小松支所
☎0898（72）2119

笹飾りが並ぶ駅前通りで、初日はのど自慢大会、う
なぎのつかみどり、ビアガーデンなど、二日目は小
松音頭にあわせた道中踊り、小松囃子のダンス、仮
装行列（大名行列）、宝投げなど各種イベントが催さ
れます。【前年開催日：7/30・31】

今治市 7/9（日） 第32回朗読コンサート
❶今治市中央公民館
❷今治市中央公民館
☎0898（32）2892

童話・民話などの朗読に、音響・照明効果を加えて
発表を行い、子どもたちに本の楽しさを理解しても
らうイベントです。

今治市 7/15（土）
（予定）菊間夏まつり2017

❶瓦のふるさと公園
❷越智商工会菊間支所
☎0898（54）2007

各種バザー、ライブコンサート、太鼓、ゲストによ
るトークショー、お楽しみ抽選会等が行われる夏祭
りイベントです。夜には花火大会が開催されます。
【前年度開催日：7/16】

今治市 7/16（日）
（予定）三島水軍鶴姫まつり

❶大三島町・大山祇神社参道宮浦港前広場
❷しまなみ商工会大三島支所
☎0897（82）0795

瀬戸内のジャンヌ・ダルクと呼ばれる「鶴姫」を偲
ぶお祭りです。公募にて選ばれた鶴姫を先頭に行わ
れる鶴姫行列や櫂伝馬競漕が行われます。会場では
イベントが行われ、屋台が並び、たくさんの観客で
賑わいます。【前年度開催日：7/17】

今治市 7/23（日）

愛顔つなぐえひめ国体
イベント事業
今治伯方島トライアスロ
ン２０１７

❶伯方ＳＣパーク周辺
❷ 今治伯方島トライアスロン実行委員会（今治市
産業部イベント交流推進課内）

☎0898（36）1515

「瀬戸」や「海峡」と呼ばれる激しい急流が表情をつ
け、日本のエーゲ海とも称えられる素晴らしい多島
美が広がる穏やかで美しい「伯方島」を舞台に、
300名の参加者を迎えてのトライアスロン大会です。

今治市 7月下旬
（予定）水軍レース大会

❶宮窪町能島沖（村上水軍博物館前）
❷水軍レース実行委員会（宮窪町漁業協同組合内）
☎0897（86）2008

村上水軍の復元船である小早船に12人が乗り込みス
ピードを競う勝ち抜き戦で、県内外より60チームあ
まりが参加します。勇壮な漕ぎ比べの中に水軍の歴
史・文化を感じることのできる参加型のイベントで
す。【前年度開催日：7/17】

今治市 7月下旬
（予定）

サマーフェスタ 
in かみうら2017

❶多々羅しまなみ公園戸板海岸
❷サマーフェスタ in かみうら実行委員会
☎0897（87）3000

立て干し網（素手による魚のつかみどり）・釣り堀・
ステージイベント・シーサイド市（予定）が行われ
ます。また、夜には花火が打ち上げられ、夜空を彩
ります。【前年度開催日：7/31】

上島町 7/16（日）
（予定）

松原海水浴場海開き
イベント

❶弓削島：松原海水浴場
❷上島町せとうち交流館（産業振興課）
☎0897（77）2252
http://www.town.kamijima.lg.jp/

環境省快水浴場百選にも認定された松原海水浴場の
海開きイベント。バザーや各種催しを行い盛り上げ
ます。

中
　
　
　
　
予

松山市 7/2（日） 地域力パワーアップ大会
❶松山市民会館中ホール
❷松山市市民参画まちづくり課
☎089（948）6963

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。

松山市 7/2（日）
（予備日：7/9（日））

第29回松山市民グラウ
ンド・ゴルフ大会

❶ 松山中央公園運動広場※予備日：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

公民館対抗のグラウンド・ゴルフ大会です。

松山市 7/2（日）

愛顔つなぐえひめ国体
リハーサル大会
オープンウォータースイ
ミング

❶北条長浜海水浴場
❷松山市国体競技課
☎089（909）7846

愛顔つなぐえひめ国体のリハーサル大会です。

松山市
7/7（金）・
7/8（土）
（予定）

えひめITフェア
❶アイテムえひめ（予定）
❷えひめITフェア実行委員会事務局
fair@ehime-it.jp

各種展示を通じて、ICTの現状と未来の可能性を感
じ取っていただき、情報通信の普及・振興を図るこ
とを目的に開催する公共性の高い総合的な展示会で
す。

松山市 7/8（土）・
7/9（日）

愛顔つなぐえひめ国体
リハーサル大会
競泳

❶アクアパレットまつやま特設プール
❷松山市国体競技課
☎089（909）7846

愛顔つなぐえひめ国体のリハーサル大会です。

松山市 7月上旬～下旬
（予定）夏季子規塾

❶松山市立子規記念博物館（視聴覚室）
❷松山市立子規記念博物館
☎089（931）5566
http://sikihaku.lesp.co.jp

有識者による子規や近代文学についての講演会を行
います。
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えひめイベントBOX100
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松山市 7/16（日）

愛顔つなぐえひめ国体
デモンストレーションス
ポーツ
ディスコン

❶松山市総合コミュニティセンター
❷松山市国体競技課
☎089（909）7846

愛顔つなぐえひめ国体のデモンストレーションス
ポーツとして開催します。

松山市 7/16（日）・
7/17（月・祝）

第24回
市民ミュージカル
「リトルマーメイド」

❶松山市総合コミュニティセンター
　キャメリアホール
❷（公財）松山市文化・スポーツ振興財団
　コミュニティセンター文化振興課
☎089（909）6153
http://www.culspo.or.jp/c_work/culture/
musical/

小学生以上の市民を対象に出演者を募集し、ミュー
ジカルを開催します。

松山市 7/17（月・祝）
愛顔つなぐえひめ国体
リハーサル大会
水球

❶アクアパレットまつやま特設プール
❷松山市国体競技課
☎089（909）7846

愛顔つなぐえひめ国体のリハーサル大会です。

松山市 7/17（月・祝）
（予定）十七夜堀江港祭り 祭

❶まつやま・ほりえ海の駅「うみてらす」
❷十七夜堀江港祭り実施委員会
☎090（4784）5847（渡部）

神事「厳島神社大祭」、花火大会などが催されます。

松山市 7月中旬
（予定）

ここ夏鹿島ke↑駅前ゆ
かたまつりz2017（仮）

❶北条鹿島公園・ＪＲ伊予北条駅前通り
❷風早活性化協議会
☎089（948）6991

地元住民が中心となり、夏の始まりを告げるイベン
トを開催します。ステージイベントやグルメ屋台な
ど盛りだくさんで、子供から大人まで楽しめます。

松山市 7月中旬
（予定）

釣島灯台旧官舎
サポートツアー

❶松山市泊町（釣島）
❷松山市文化財課
☎089（948）6603

釣島灯台旧官舎をペンキ塗り等の保全作業を通じて
学ぶ、ボランティア体験学習会が行われます。

松山市
7月中旬～
8月下旬
（予定）

みんな集まれ!!
自由研究

❶坂の上の雲ミュージアム
❷坂の上の雲ミュージアム
☎089（915）2600
http://www.sakanouenokumomuseum.jp/

坂の上の雲ミュージアムや明治時代、松山などを題
材に自由研究のお手伝いをします。

愛媛県
松山市

７月中旬～
９月上旬
（予定）

愛媛県・松山市連携事業
「掘ったぞな松山2017
前期展」

❶松山市考古館
❷松山市考古館
☎089（923）8777
http://www.cul-spo.or.jp/koukokan

平成28年度中に松山市内において発掘調査した遺跡
の成果を展示します。

愛媛県
松山市

７月中旬
（予定）

愛媛県・松山市連携事業
「掘ったぞな松山2017
前期展」報告会

❶松山市考古館
❷松山市考古館
☎089（923）8777
http://www.cul-spo.or.jp/koukokan

展示会を楽しく鑑賞するための、一般の方を対象と
した発掘調査を詳しく解説する報告会です。

松山市
7/21（金）～
7/27（木）
（予定）

平和資料展
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（予定）
❷松山市市民参画まちづくり課
☎089（948）6814

戦争の悲惨さや平和の尊さを若い世代へ伝え、平和
意識の高揚を図るため、戦争の遺品や平和資料等の
展示、原爆等写真パネル展示、平和ビデオの上映、
平和の語り部などを行います。

松山市 7/23（日）

愛顔つなぐえひめ国体
リハーサル大会
シンクロナイズドスイミ
ング

❶アクアパレットまつやま特設プール
❷松山市国体競技課
☎089（909）7846

愛顔つなぐえひめ国体のリハーサル大会です。

松山市 7/23（日）
（予備日：7/30（日））

第55回松山市青壮年
ソフトボール大会

❶別府市民運動広場ほか
❷松山市スポーツ振興課
☎089（948）6889

2週にわたって行われる公民館対抗のソフトボール大
会です。（1日目）

松山市 7/26（水） 松山市戦争犠牲者平和祈念追悼式
❶平和記念広場（道後姫塚）
❷松山市市民参画まちづくり課
☎089（948）6814

戦争犠牲者の追悼や小中学生による平和に関する作
文の朗読などを行います。

松山市 7/29（土） 風早海まつり北条花火大会
❶北条港外港荷揚げ場
❷風早海まつり実行委員会
☎089（993）0567

鹿島海上沖合いの台船から打ち上げる花火大会が行
われます。

松山市 7/30（日）

愛顔つなぐえひめ国体
デモンストレーションス
ポーツ
スポーツチャンバラ

❶愛媛県武道館
❷松山市国体競技課
☎089（909）7846

愛顔つなぐえひめ国体のデモンストレーションス
ポーツとして開催します。

松山市 7/30（日） 人権啓発フェスティバル2017

❶ 松山市総合コミュニティセンターキャメリアホー
ルほか

❷松山市人権啓発課
☎089（948）6380
jinkenkeihatu@city.matsuyama.ehime.jp

人権に関する講演会のほか、各種団体の活動紹介等
のパネル展、物産展等各種販売を行います。

松山市 7/30（日）
（予備日：8/6（日））

第55回松山市青壮年
ソフトボール大会

❶別府市民運動広場
❷松山市スポーツ振興課
☎089（948）6889

2週にわたって行われる公民館対抗のソフトボール大
会です。（2日目）

松山市 7月下旬
（１泊２日予定）カブトムシキャンプ

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
http://www.cul-spo.or.jp/rainbow

親子を対象に、野外活動センター場内の自然や施設・
設備を生かした昆虫採集キャンプに挑戦します。
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イベントカレンダーBOX 101

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

７
月

イイ トト
カカ レレ ンンダダーー
ンンベベ

月
July

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 7月下旬
（予定）

夏休み親子市議会体験
ツアー

❶松山市議会本会議場
❷松山市議会事務局
☎089（948）6652

夏休みに小学生と保護者を招き、議会に興味や親し
みを持ってもらうことを目的に、議会施設の見学や
模擬市議会を体験できるイベントを開催します。

松山市 7月下旬
（予定） Eトーク・キャンプ

❶松山市青少年センター（予定）
❷松山市青少年育成市民会議
☎089（907）7826
http://mbyc.jp/

市内中学生を対象に、英語圏からの留学生たちと一
緒に過ごす合宿イベントを開催します。

愛媛県
松山市

7月下旬
（予定）

愛媛県・松山市連携事業
「歴史バスツアー①」

❶県内の史跡現地
❷松山市考古館
☎089（923）8777
http://www.cul-spo.or.jp/koukokan

学芸員の解説を交えながら、バスで県内の史跡（現地）
を巡り、史跡や自然を含む地域の文化遺産に触れる
ことを通じて、地域の魅力を再発見します。

松山市 7月
（予定）

市民スポーツフェスタ
（仮）

❶松山中央公園アクアパレット
❷（公財）松山市文化・スポーツ振興財団
　コミュニティセンタースポーツ振興課
☎089（909）6154
http://www.cul-spo.or.jp/comcen/

世界で活躍するコーチやトップアスリートから直接
指導を受けられるクリニックなどを実施し、競技力
の向上及びスポーツの振興を図ります。

松山市
7月～8月の
夏休み期間中
（全５回）
（予定）

小学生狂言教室
❶松山市民会館小ホール
❷松山市民会館
☎089（931）8181

松山市内在住の狂言師が講師となり、小学生を対象
として「狂言」について時代背景や表現方法の解説と、
簡単な狂言の発声や所作を体験します。

松山市 7月～8月
（予定）

光のおもてなし in 松山
城

❶松山城
❷松山市観光・国際交流課
☎089（948）6557

松山城で、光のおもてなしを行います。

東温市
7月第１土曜日～
8月最終日曜日

（予定）
上林水の元そうめん流し

❶東温市上林水の元
❷上林水の元そうめん流しの会
☎090（1172）5308

皿ヶ嶺連峰県立自然公園の雄大な自然を背景に、道
後平野を眺めながら冷水で楽しむそうめん流しは格
別です。皿ヶ嶺登山や風穴を訪れた際に立ち寄るス
ポットとしても定着しています。【前年開催日：7/2
～8/28】

東温市 7/9（日） 市民バレーボール大会
❶ツインドーム他
❷東温市生涯学習課
☎089（964）1500

市民を対象とする分館対抗バレーボール大会。
1部：バレーボール、2部：レクリエーションバレー
ボールを実施します。

東温市 7/22（土）こどもスポーツ大会
❶ツインドーム他
❷東温市生涯学習課
☎089（964）1500

青少年健全育成や校区を越えての交流を図ることを
目的に、PTAとの共催により、小学4年生以上の児童
を対象にソフトボール・キックベース・ミニバスな
どを実施します。

東温市 7月下旬の土曜日
（予定）横河原土曜夜市

❶横河原駅前商店街
❷あかつき不動産
☎089（964）2078

横河原商工連盟青年部主催による土曜夜市で、伊予
鉄横河原駅前商店街が歩行者天国になります。夜市
では毎年大勢の方が足を運び、催し物としてはビン
ゴ大会、ビアガーデン、生バンド演奏や夜店など、
ほかにも様々なイベントが開催されています。【前年
開催日：7/23】

久万高原町 7/21（金）～
9/3（日）

面河山岳博物館
第51回特別展
「巨大昆虫・微小昆虫」
（仮題）

❶面河山岳博物館
❷面河山岳博物館
☎0892（58）2130

世界に生息する巨大昆虫と微小昆虫を標本や写真で
紹介し、そのサイズからみえてくる昆虫の多様性や
進化の不思議を解説します。

久万高原町 7/30（日）
（予定）

久万高原
ヒルクライムレース

❶久万高原町日野浦大谷
❷ＮＰＯ法人ＳＳＥＲ
☎089（960）6905

旧美川スキー場を会場として、頂上美川嶺まで全長
15.4㎞の自転車によるヒルクライムレースが行われ
ます。

伊予市 7/16（日）
（予定）双海の夏祭り

❶双海町・ふたみシーサイド公園
❷伊予市観光協会双海支部
☎089（994）5852
http://iyokankou.jｐ/

双海町の夏を彩るイベントで、町内住民と都市部住
民の交流を促進するために実施します。双海の海と
沈み行く夕日をバックに歌や踊りの催しが行われ、
花火大会でフィナーレを飾ります。

伊予市
7/21（金）・
7/22（土）
（予定）

なかやま夏まつり
祭

❶中山商店街ほか
❷伊予市観光協会中山支部
☎089（994）5852
http://iyokankou.jｐ/

中山音頭おどり、魚と遊ぼう大会、花火大会など楽
しい催し物が行われます。

伊予市
7/29（土）・
7/30（日）
（予定）

伊予彩まつり
祭

❶伊予港埠頭～商店街周辺
❷伊予市観光協会
☎089（994）5852
http://iyokankou.jｐ/

伊予市最大の夏まつり。約2,000人が参加する「伊
予おどりパレード」や「魚つかみどり大会」、「花火
大会」などの多くのイベントが伊予港埠頭～商店街
周辺の広い範囲において２日間行われます。

砥部町
7/1（土）～
9/3（日）
（予定）

権現山流しそうめん

❶権現山休憩所
❷砥部町地域振興課
☎089（962）7288
http://www.town.tobe.ehime.jp/site/tokaid
o53tugi/shikiibento.html

神秘的な緑に包まれる権現山の麓で開催される流し
そうめん。砥部の夏の風物詩として定着しており、
毎年涼を求めてたくさんの人が訪れます。
【前年開催日：7/1～9/4】
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えひめイベントBOX102
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

７
月

イイ トト
カカ レレ ンンダダーー
ンンベベ

月
July

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

内子町 7/16（日）
（予定）

元気わくわく川まつり
2017

❶内子町・小田川河川敷
❷五十崎自治センター
☎0893（43）1221
http://www.we-love-uchiko.jp/

小田川河川敷を舞台に、“川”と遊ぶことのできるイ
ベントです。うなぎのつかみどり・釣り堀などのアト
ラクション満載で、お子様大喜び！

内子町 7月中旬の土曜日 うちこ夏まつり
❶内子本町商店街
❷うちこ夏まつり実行委員会
☎0893（44）2066

江戸時代後期に始められたと伝えられている夏祭り
です。商店街で各商品を使った「造り物」コンクー
ルが行われます。各商店で趣向を凝らし、意外な素
材から作られている物も！

大洲市 7/14（金）
（予定）長浜海水浴場海開き

❶大洲市長浜
❷大洲市観光協会長浜支部
☎0893（52）1111

海水浴場での安全を祈願するため、神主を招いて神
事をとり行います。

大洲市 7月中旬の土曜
（予定）

大洲市道の駅「清流の
里ひじかわ」夜市

❶大洲市道の駅「清流の里ひじかわ」
❷㈱清流の里ひじかわ
☎0893（34）2700

舞台ショー、商業施設の出店、金魚すくい、射的な
どのゲーム、お楽しみ抽選会などイベントを行いま
す。

大洲市 7/21（金） 水天宮花火大会
❶大洲市・柚木如法寺河原
❷大洲市観光協会
☎0893（24）2664
http://www.oozukankou.jp/

約1,500発の花火が夜空を染め、水郷大洲にこだま
する地元手作りの大イベントです。

大洲市 7月下旬
（予定）夏季水泳学校

❶大洲市・肱川中村河原
❷大洲市中央公民館
☎0893（57）9994

子供たちが、水に親しみながら泳ぎを覚えられるよ
うな内容であり、日本泳法主馬神伝流の基礎的な部
分についても学ぶことができます。

伊方町 7/30（日）
（予定）きなはいや伊方まつり

❶役場前埋立駐車場
❷伊方町産業建設課観光商工室
☎0894（38）0211（代表）
☎0894（38）2657
http://www.town.ikata.ehime.jp/

杜氏の里の酒まつりと食の祭典・伊方おどりの競
演・きなはいや市場・和太鼓の演奏・こどもすもう
伊方場所・活魚のつかみどり・ふれあい○×クイズ・
四電ふれあい広場・花火大会などが催されます。
【前年開催日：7/31】

西予市 7/1（土）
（予定）大早津海水浴場海開き

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

南予地方随一の大早津海水浴場。約300mの砂浜で
夏を思いっきり楽しむことができます。

西予市 7/1（土）
（予定）俵津夏祭り

❶明浜町俵津・旧魚市場他
❷西予市明浜町俵津公民館
☎0894（65）0001

祇園祭りから地域の夏祭りとなり、カラオケ大会、
花火、出店等が楽しめます。

西予市
7/2（日）

（例年7月の
第１日曜日）

どろんこ祭り 祭
❶城川町土居・三嶋神社（神田）
❷西予市観光協会城川支部
☎0894（82）1116

牛による勇壮な代かきで始まり、若者達が繰り広げ
るどろんこ活劇「畦豆植え」、祭りの主役「大番」登
場の神楽「さんばい降し」でクライマックスをむかえ、
早乙女の手踊り、田植えと続きます。福まき、写真
コンクールも開催します。

西予市 7/21（金）
（予定）バラ大師夏大縁日 祭

❶野村町阿下・バラ大師
❷永照寺
☎0894（72）1253

弘法大師がバラのトゲを封じたトゲナシバラで有名
です。四国八十八ヵ所のお砂踏み、そうめん流しな
どが行われます。

西予市 7月下旬 遊べや学べ明治の学校
一日体験入学

❶西予市宇和町卯之町三丁目110番地
❷開明学校
☎0894（62）4292

小学校3年生から6年生が対象。参加者全員が、カス
リの着物にワラ草履を履いて100年前の授業を体験
できます。

西予市 7月下旬～
8月上旬 アドベンチャースクール

❶野村町惣川
❷西予市教育委員会野村教育課
☎0894（72）1117

野村地区惣川の豊かな自然環境の中で、6泊7日（ア
ドベン）の自然体験を通して豊かな心を育てるキャ
ンプ活動です。

宇和島市 7/1（土） 吉田町夏祭り
❶吉田・横堀河原周辺
❷宇和島市吉田支所産業建設係
☎0895（49）7097

夏祭りとして県下トップをきって開催されます。地
元吉田小学校トランペット鼓笛隊パレードを皮切り
にみかん娘パレード、魚つかみ魚すくい大会、みこ
し巡行、流し踊り、御陣屋太鼓、走り込み、お札争
奪戦等が繰り広げられ、フィナーレには千余発の花
火が打ち上げられます。

宇和島市 7/1（土）～
8/31（木）クールシェア in 南楽園

❶津島町・南楽園
❷南楽園
☎0895（32）3344
http://www.nanreku.jp/
nanreku@nanreku.jp

暑い夏の園内を涼しく散策します。

宇和島市 7/15（土）
（予定）

由良神社裸まつり・
和舟競漕 祭

❶津島町・下灘地区
❷押舟保存会実行委員会
☎090（4336）6097（赤松）

海の豊漁を祈願する行事。下灘地区を南北に分けて、
10丁櫓の木造舟二隻に、若者が一隻に30名程乗り
込み、押舟の競漕をします。

宇和島市 7/15（土）～
8/4（金）山家清兵衛展

❶伊達博物館
❷伊達博物館
☎0895（22）7776

宇和島藩祖伊達秀宗の重臣・山家清兵衛の甲冑の特
別展示。清兵衛は死後、市内にある和霊神社の祭祀
となりました。同神社の夏祭りの開催時期に合わせ
て特別公開します。
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イベントカレンダーBOX 103

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

７
月

イイ トト
カカ レレ ンンダダーー
ンンベベ

月
July

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 7/22（土）～
7/24（月）

和霊大祭・
うわじま牛鬼まつり 祭

❶市内各所
❷宇和島市商工観光課
☎0895（24）1111
http://ushioni.gaina.ne.jp/

22日夕方からは、宇崎竜童氏が手がけた曲に合わせ
て若者達が盛り上がるダンスイベント「ガイヤカー
ニバル」。23日は幼児・小学生らがミニサイズの牛
鬼を担ぐかわいらしい「子ども牛鬼パレード」・明る
く南国情緒にあふれ、ゆったりとした曲調の「宇和
島おどり」・宇和島湾海上からの「打上花火大会」。
24日の最終日は近隣の町村から牛鬼が大集合して町
を練り歩く、祭りの花形「親牛鬼パレード」、そして
夕刻からは和霊神社前の須賀川に山車と御輿が走り
込み、川の中央に立てた竹の先端に付けられた御幣
を奪い合う「走り込み」でフィナーレを迎えます。

宇和島市 7/24（月） 定期闘牛大会和霊大祭場所 祭
❶宇和島市・市営闘牛場
❷宇和島市観光協会
☎0895（22）3934
http://www.tougyu.com/

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。

鬼北町 ７月中旬 せせらぎ魚っちんぐ
❶節安ふれあいの森
❷鬼北町日吉支所（日吉一希を起こす会）
☎0895（44）2211

アマゴのつかみどりや渓流釣り大会、子どもを対象
とした川の勉強会など夏を満喫できるイベントが満
載です。会場の節安ふれあいの森では、地元特産の
しいたけやゆず、わさびをふんだんに使った贅沢な
そうめん流しを味わうこともできます。地元有志団
体「日吉一希を起こす会」が主催しています。

鬼北町
7月中旬～
8/31（木）
（予定）

節安ふれあいの森
そうめん流し

❶節安ふれあいの森
❷鬼北町日吉支所
☎0895（44）2211
http://www.town.kihoku.ehime.jp/site/kan
ko-e/942.html

四万十川の支流、広見川の源流部にある節安ふれあ
いの森で、地元特産のしいたけやゆず、わさび、ミョ
ウガをふんだんに使った薬味たくさんの贅沢なそう
めんを味わえます。地元のおばちゃん特製のだしも
絶品です！

（料金）中学生以上600円 小学生300円 幼児200円

鬼北町 7/25（火） 近永夏祭り 祭
❶鬼北町・弓瀧神社ほか
❷鬼北町商工会
☎0895（45）0813

弓瀧神社の夏の例祭にあたり、花火大会や夜店、ビ
アガーデンが開催されます。毎年会場は観客であふ
れています。

鬼北町 7/30（日） 成川渓谷ピザ祭り
❶鬼北町奈良・成川渓谷休養センター
❷成川渓谷休養センター
☎0895（45）2639

成川渓谷にピザ窯を設置し、地元の素材を生かした
手作りピザ体験を提供します。

松野町 7月中旬 森の国ゆかたまつり
❶松野町駅前広場
❷松野町商工会
☎0895（42）0505
http://www.matsuno-sci.or.jp/

松丸駅前で昔懐かしい「夏の夕べ」のお祭りを行い
ます。商店街は浴衣姿の人々で埋め尽くされ、懐か
しいレトロな雰囲気が漂います。
【前年開催日：7/17】

松野町
7月・8月期間中の
主に土日、祝日に

開催
滑床まつり

❶国立公園滑床渓谷をはじめ松野町内
❷松野町森の国創生課
☎0895（42）1116
http://www.town.matsuno.ehime.jp/

滑床まつりは7月～8月の主に土日祝日に行われるイ
ベントを総称したもので、主に滑床渓谷で開催され
ます。長年定着したイベントから新たに企画された
イベントなど、2ヶ月の間に4つのイベントで森の国
は盛り上がります。
《参考》滑床渓谷シャワートレッキング（滑床渓谷）
 　　　滑床水着モデル撮影会（滑床渓谷）
 　　　滑床ファミリーアドベンチャー（滑床渓谷）
 　　　森の国の夏祭り（虹の森公園周辺）　　

松野町 7月 桃まつり
❶道の駅虹の森公園まつの
❷道の駅虹の森公園まつの
☎0895（20）5006

松野町の特産品といえば桃！！道の駅虹の森公園の
青空市場では桃農家自慢の桃の販売が行われます。
【前年度開催日：7/10】

松野町 7月 滑床渓谷
シャワートレッキング

❶足摺宇和海国立公園滑床渓谷
❷滑床を愛する会事務局
☎0895（42）1116
http://www.geocities.jp/nametoko_aisuruk
ai/index.html

国立公園滑床渓谷のマイナスイオンを体いっぱいに
浴びることができるイベント。沢登り、滝すべりな
どで初夏の渓谷を冒険します。
【前年開催日：7/31】

松野町 7月
（未定）水着モデル撮影会

❶足摺宇和海国立公園滑床渓谷
❷滑床写遊事務局
☎0895（42）1103

滑床渓谷での水着モデル撮影会。
【前回中止】

愛南町 7/17（月・祝）
（予定）県境夏まつり「一本松」

❶一本松地域
❷一本松夏まつり実行委員会

一本松地域で夏まつりを開催します。花火も打ち上
げ予定です。

愛南町 7月
（予定）

愛南サッカー
フェスティバル2017
（小学生の部）

❶南レク3号城辺公園・あけぼのグラウンドほか
❷愛南町教育委員会生涯学習課
☎0895（73）1111

県内・外の小学生を対象として、6年生以下、4年生
以下の2部門に分けてサッカー大会を開催します。

愛
　
媛
　
県

砥部町
7/1（土）～
7/31（月）
（予定）

動物愛護に関する標語
の募集

❶とべ動物園
❷とべ動物園　☎089（962）6000
http://www.tobezoo.com/

動物愛護週間にちなんで動物愛護精神の普及啓蒙を
図るため標語募集を実施します。

宇和島市 7/1（土）～
8/31（木）クールシェアin南楽園

❶南楽園
❷南楽園　☎0895（32）3344
http://www.nanreku.jp/
nanreku@nanreku.jp

暑い夏の園内を涼しく散策します。

愛南町 7/1（土）～
8/31（木）

南レクジャンボプール
開園

❶南レクジャンボプール
❷南レクジャンボプール　☎0895（73）0170
http://www.nanreku.jp/
nanreku@nanreku.jp

フリーフォール、スパイラルスライダー、造波プール、
流水プールなどが揃った四国最大規模のレジャー
プールです。
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えひめイベントBOX104
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

７
月

イイ トト
カカ レレ ンンダダーー
ンンベベ

月
July

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 7/1（土） 湯築市
❶道後公園
❷湯築城資料館　☎089（941）1480
http://dogokouen.jp/
info@dogokouen.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 7/7（金）・
7/8（土）えひめＩＴフェア2017

❶アイテムえひめ
❷愛媛県IT推進協会
☎089（911）1640
http://www.ehime-it.jp/

最先端のIT（情報関連技術）のセミナー等紹介や、
最新技術を活用した製品の展示、実演等を行うとと
もに、IT関連セミナー等も開催します。

愛媛県 7月上旬～
8月下旬 えひめ環境大学

❶未定
❷愛媛県環境政策課
☎089（912）2345
kankyou@pref.ehime.lg.jp

県内在住の環境関連の実務者や環境保全活動者など
を対象に、より高度な環境知識の習得を図るため、
学識経験者や環境分野の専門家を講師として迎え、
「えひめ環境大学」を開催します。【前年開催日：
7/9、7/16、7/23、7/30、8/6】

松山市 7/13（木）・
7/14（金）

第64回四国地区人権教
育研究大会

❶松山市・ひめぎんホール外13会場
❷愛媛県教育委員会人権教育課
☎089（912）2960
http://ehime-c.esnet.ed.jp/jinken/index.
html

四国内の人権教育関係者等が一堂に会し、人間の尊
厳と人権の確立を目指した研究と実践の交流を通し
て、今後の人権教育の在り方とさまざまな人権問題
を解決する実践の道筋を明らかにします。

西予市 7/15（土）～
9/3（日）

県歴史文化博物館特別展
「トリックアート　大江戸物
語」

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
http://www.i-rekihaku.jp/

立体的に見える絵画や目の錯覚を利用して楽しく遊
ぶ、不思議なトリックアート展です。 「江戸エリア」
や「怖くないお化け屋敷」。カメラを持って遊びに行
こう！

松山市
7/15（土）～
8/31（木）
（予定）

愛媛人物博物館夏季企
画展

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

愛媛県ゆかりの偉人・賢人について、常設展示では
紹介できない魅力的で学術的にも意義深い内容の展
示を行います。

松山市 7月中旬
（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
☎089（963）3211
http://www.epsc.jp
info@eco-spo.com

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：
7/20】

愛媛県
7月中旬～
10月下旬
（予定）

農林水産参観デー

❶農林水産研究所〔松山市〕
　農林水産研究所果樹研究センター〔松山市〕
　 農林水産研究所果樹研究センターみかん研究所
〔宇和島市〕
　農林水産研究所畜産研究センター〔西予市〕
　 農林水産研究所畜産研究センター養鶏研究所
〔西条市〕
　農林水産研究所林業研究センター〔久万高原町〕
　農林水産研究所水産研究センター〔宇和島市〕
　 農林水産研究所水産研究センター栽培資源研究
所〔伊予市〕

❷ 愛媛県農産園芸課（詳細については各機関まで
お願いします。）

☎089（912）2559

研究所の研究成果の展示や研究施設・ほ場の公開等
を行うほか、技術相談コーナーの開設や関係機関・
団体による協賛展なども実施します。

【各機関連絡先】
農林水産研究所
☎089（993）2020
農林水産研究所果樹研究センター
☎089（977）2100
農林水産研究所畜産研究センター
☎0894（72）0064
農林水産研究所林業研究センター
☎0892（21）2266
農林水産研究所水産研究センター
☎0895（29）0236

松山市 7/26（水）～
9/4（月）

県美術館企画展
「近代日本画の精華　培
広庵コレクション展」 
（仮題）

❶松山市・愛媛県美術館
❷愛媛県美術館
☎089（932）0010
http://www.ehime-art.jp/
bijyutukan@pref.ehime.ｌｇ.jp

美人画のコレクションとして独自の存在感を放つ「培
広庵コレクション」。大阪の画壇で活躍した北野恒富、
島成園。東京画壇の異色の画家、山村耕花、池田輝方・
蕉園夫妻。大正期デカダンスを代表する甲斐荘楠音、
岡本神草。北陸を起点に活躍した紺谷光俊、広田百
豊など、大正期から昭和初期に活躍した美人画家た
ちの妖艶優美な作品80点余を紹介します。

松山市 7/30（日）
（予定）魚つかみ取り大会 祭

❶道後公園
❷湯築城資料館
☎089（941）1480
http://dogokouen.jp/
info@dogokouen.jp

小学生以下の子供を対象に道後公園内の水路で魚の
つかみ取り体験を実施します。
【前年開催日：7/31】

松山市 7/30（日）
（予定）防災教室（訓練）

❶道後公園
❷湯築城資料館　☎089（941）1480
http://dogokouen.jp/
info@dogokouen.jp

道後公園が非常時の避難場所になっていることから、
魚つかみどり大会に参加している子供や父兄を含め、
防災教室を松山東消防署の協力で実施。【前年開催
日：7/31】

松山市 7/30（日）
（予定）湯築城跡出前教室

❶道後公園
❷湯築城資料館　☎089（941）1480
http://dogokouen.jp/
info@dogokouen.jp

小学生以下の子供を対象に湯築城についての歴史な
どの紙芝居教室を実施します。
【前年開催日：7/31】

愛媛県 7月下旬
（予定）

青少年の非行・被害
防止県民大会

❶未定
❷愛媛県男女参画・県民協働課
☎089（912）2415（直）

｢青少年の非行・被害防止強調月間」（7月）の事業の
一環として、県民の非行・被害防止意識の高揚を図
り、県民総ぐるみによる青少年の健全育成を推進す
るために大会を開催します。【前年開催日：7/29】

愛媛県
7月下旬～
8月上旬
（予定）

身の回りの放射線測定
体験教室

❶東・中・南予各１回
❷愛媛県原子力安全対策課
☎089（912）2352
genshiryokuanzen@pref.ehime.lg.jp

夏休みの期間に、小学4年生から高校生及びその保
護者を対象に目に見えない放射線を観察・測定する
親子体験型学習イベントです。
【前年開催日：7/30・31、8/7】
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イベントカレンダーBOX 105

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
August

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 8/5（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：8/6】

四国中央市 8/6（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：8/7】

四国中央市 8/15（火）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通課
☎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：8/28】

四国中央市 8/27（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月上旬
（予定）にいはま夏まつり

❶銅夢にいはま・昭和通り・登り道商店街
❷新居浜商店街連盟
☎0897（37）6677

市民の方への御礼の気持をこめて30年以上続けてい
ます。最近のテーマは「にっぽんの男祭り」。各地区
自慢の太鼓台が集結し、秋祭りとは違ったパフォー
マンスを繰り広げます。【前年開催日：8/7】

愛媛県
新居浜市

8/11（金・祝）～
8/13（日）
（予定）

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
http://www.i-kahaku.jp/
kikaku@i-kahaku.jp

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（月） 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（月） 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（火） 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（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
http://niihama.info/

キャラクターショーやミニプール遊び、ゲーム大会
などを実施します。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
http://besshi.com/

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5,000株の鹿の子百合が咲き誇り
ます。

新居浜市 8月
（予定）

あかがねロックフェス
ティバル2017

❶あかがねミュージアムあかがね座（多目的ホール）
❷あかがねミュージアム　☎0897（31）0305
http://www.akaganemuseum.jp/

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：8/6・8/7】

西条市 8/5（土）～
8/7（月）

第37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
http://www.city.saijo.ehime.jp/
kanko@saijo-city.jp

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 8/8（火）
（20時～）

西条市おかげん祭市民
花火大会 祭

❶壬生川内港
❷西条市おかげん祭市民花火大会実行委員会
☎0898（65）5847

6,000発余りの花火の光や音に、拍手やどよめきが
天と地からわき起こる100年の伝統の花火です。子
供は未来に夢を馳せ、大人は童心にかえる、東予の
風物詩です。

西条市 8/15（火）
（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（木） 市民納涼花火大会
❶加茂川中堤防
❷西条市観光物産協会　☎0897（56）2605
http://www.saijo-imadoki.jp/

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2,000
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。

西条市 8月下旬
（予定）

夏彩祭2017
（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
https://ja-jp.facebook.com/natsusaisai

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：8/28】

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！
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えひめイベントBOX106
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
ンンベベ

月
August

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 8/5（土）・
8/6（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
http://www.onmaku.jp/

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：8/7】

今治市 8/12（土）あさくらサマーフェスタ2017
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 8/12（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。【前年度開催日：8/13】

今治市 8/12（土）
（予定）はかた夏まつり

❶伯方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。【前年度開催日：8/13】

今治市 8/15（火）
（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（火）
（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 8/26（土）
（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。【前年
度開催日：8/27】

今治市
8/26（土）・
8/27（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
http://www.jazztown.jp/

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：8/27・28】

上島町 8/5（土）
（予定）

第32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
http://www.town.kamijima.lg.jp/

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 8/6（日）
（予定）

第20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
http://www.town.kamijima.lg.jp/

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（火）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
http://www.town.kamijima.lg.jp/

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 8/19（土）
（予定）

「Love & Beat LIVE!
2017」
（ビアガーデン＆ライブ）

❶岩城島：岩城港物揚場
❷Love&Beat実行委員会
☎0897（75）2500
http://www.town.kamijima.lg.jp/

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（火）・
8/2（水） 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 8/1（火）～
8/31（木） 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 8/6（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
http://www.mitsuhama.net/hanabi

中四国最大級の花火大会が開催されます。

松山市 8/6（日）

愛顔つなぐえひめ国体
デモンストレーションス
ポーツ
ダーツ

❶松山市総合コミュニティセンター
❷松山市国体競技課
☎089（909）7846

愛顔つなぐえひめ国体のデモンストレーションス
ポーツとして開催します。

松山市
8/6（日）・
8/8（火）
（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
http://www.cul-spo.or.jp/comcen/

昔あそび教室などを行います。
（予定）
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イベントカレンダーBOX 107

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
August

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（火）
（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。

松山市 8/10（木）
（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
http://www.cul-spo.or.jp/koukokan

「まつやま子ども週間」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。

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2017
前期展」講演会

❶松山市考古館
❷松山市考古館　☎089（923）8777
http://www.cul-spo.or.jp/koukokan

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）

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
http://www.cul-spo.or.jp/koukokan

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月上旬
（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
http://www.cul-spo.or.jp/koukokan

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
8/11（金・祝）～

8/13（日）
（予定）

第52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 8/19（土）・
8/20（日）

子規・漱石生誕150年
記念
第20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・キャメリアホールほか

❷NPO法人俳句甲子園実行委員会
☎089（943）1512
http://www.haikukoushien.com/

全国各地の予選や投句審査を勝ち抜いた高校生が俳
都松山に集結し、17音の熱いことばのバトルを繰り
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 8/26（土）
（予定）

第13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北条ふれあいセンター　☎089（993）2036
jinkenkeihatu@city.matsuyama.ehime.jp

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 8/26（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）
☎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
http://www.cul-spo.or.jp/koukokan

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）

第32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@city.matsuyama.ehime.jp

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）

古代体験教室
「ガラス勾玉を作ろう」

❶松山市考古館
❷松山市考古館　☎089（923）8777
http://www.cul-spo.or.jp/koukokan

鋳型にガラス粒を入れ、七輪で焼成してオリジナル
のガラス勾玉を作ります。

松山市 8月
（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 8月
（予定）ふれあい将棋大会

❶松山市総合コミュニティセンター
❷松山市民会館　☎089（931）8181
http://www.cul-spo.or.jp/mcph/

日本将棋連盟からプロ棋士を招へいし、将棋愛好者
や小学生が指導対局に挑戦できます。

東温市 8月上旬 さくら市場納涼まつり
❶ふるさと交流館　さくら市場
❷東温市産業創出課
☎089（960）6511

ふるさと交流館さくら市場をご利用いただいているお客
様や地域の方々に、日頃の感謝の気持ちを込めて、さく
ら市場の出荷者たちが納涼まつりを開催します。夜店や
模擬店が立ち並び、可愛いゆるキャラ®たちによるス
テージイベントも楽しめます。【前年開催日：8/6】

東温市 8/26（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5,000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。【前年開催日：8/27】

久万高原町
8/4（金）・
8/5（土）
（予定）

第49回久万納涼まつり
（久万おどり・第34回
久万山御用木まつり）

祭
❶久万高原町役場周辺
❷久万高原町企画観光課
☎0892（21）1111

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 8/13（日） 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。
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えひめイベントBOX108
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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中
予
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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

中
　
　
　
　
予

久万高原町 8/19（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久万高原町企画観光課
☎0892（21）1111

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。

久万高原町 8/27（日）
（予定）

第7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）1111

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。

松前町 8/5（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、伊予万歳、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、レクリエーションバレーな
どのスポーツの試合を通し募金を行います。

伊予市
8/5（土）・
8/6（日）
（予定）

第6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
http://www.iyo-triathlon-futami.com/

「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 8/10（木）～
8/13（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）0420　竹田時計店

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
http://www.town.tobe.ehime.jp/site/tokaid
o53tugi/shikiibento.html

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、子ども向けゲーム、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（日）・
8/7（月）内子笹まつり 祭

❶内子本町商店街
❷内子笹まつり実行委員会事務局
☎0893（44）2066
http://www.we-love-uchiko.jp/

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（月）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）0277

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（火） 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
http://www.we-love-uchiko.jp/

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 8/19（土）・
8/20（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（月） 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
http://www.town.uchiko.ehime.jp/

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1.3km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
http://www.uchiko-f.com/

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（木）・
8/4（金） 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
http://www.oozukankou.jp/

8月3日と4日の2日にわたって、約4,000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。

大洲市 8/5（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、1,800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 8/5（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。
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イベントカレンダーBOX 109

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
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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

大洲市 8/6（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2.4km。中学生部門・高校生部門：ス
イム200m・バイク10km・ラン3.6km。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。4.5haの園内に
幸水・豊水など6種類2,000本のなしがあります。

大洲市 8/11（金・祝）
（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

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
8/13（日）・
8/14（月）
（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 8/13（日） 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 8/14（月）
（予定）

第35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
http://www.city.ozu.ehime.jp/

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（月） 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（木） 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 8/19（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 8/20（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15.3km。市外者の出場可。

大洲市 8/20（日）
（予定）

えひめYOSAKOI
まつり2017

❶大洲市・肱川肱北河原
❷えひめYOSAKOI祭り振興会　☎0893（24）3034
http://ehimeyosakoi.com/

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月中旬
いもたき

❶大洲市・肱北河原
❷大洲市観光協会
☎0893（24）2664
http://www.oozukankou.jp/

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（土）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（月） 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（火）
（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。

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。

八幡浜市 8/27（日）

愛顔つなぐえひめ国体
デモンストレーションス
ポーツ
カローリング大会

❶八幡浜市民スポーツセンター
❷ 八幡浜市教育委員会生涯学習課えひめ国体推進室
☎0894（22）3111

デモンストレーションスポーツは、健康増進や体力の
向上などを目標に行なわれる県民参加型のスポーツで
す。カローリングは、室内の床上でカーリングが出来
るよう誕生したスポーツで、子供から高齢者まで年齢・
性別・体力に関係なく、誰でも気軽に参加できます。

伊方町 8/6（日）
（予定）瀬戸の花嫁まつり

❶三机須賀公園他
❷伊方町役場瀬戸支所　☎0894（52）0111
http://www.town.ikata.ehime.jp/

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：8/21】
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えひめイベントBOX110
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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月
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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

西予市 8/6（日）かっぱMATURIサマーin 明浜2017

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
http://www.seiyo1400.jp/

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（日） 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
http://www.seiyo1400.jp/

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（月） 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（月）
（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5,000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：8/14】

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 8/7（月）
（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（日） 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（月） 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
http://www.tougyu.com/

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（火） 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（水）
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（木）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。

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
8/6（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4.7km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（日）～
8/15（火）

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。
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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
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月
August

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

鬼北町 8/14（月） 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 8/24（木） 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、小学生の見応
えのある取り組みを楽しむことができます。

鬼北町 8月下旬
（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。

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
http://www.sankaku-boushi.com/

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（日） 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
http://www.town.matsuno.ehime.jp/

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！
【前年開催日：8/13】

松野町 8/14（月） 吉野生盆踊り大会
❶松野町・吉野生交流促進センター
❷吉野生支所　☎0895（42）0801
http://www.town.matsuno.ehime.jp/

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。
【前年開催日：8/14】

松野町 ８月 滑床ファミリー
アドベンチャー

❶足摺宇和海国立公園滑床渓谷
❷NPO法人松野まちづくり青年会議
☎0895（42）1116
http://www.town.matsuno.ehime.jp/

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、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：8/6・7】

愛南町
毎年 8/1（火）～

8/14（月）
（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 8/6（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 8/21（月）（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2017
（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。

愛
　
媛
　
県

砥部町

（募集期間）
8/1（火）～
8/31（木）
（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
http://www.tobezoo.com/

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・小中高等学校生）

西予市 8/11（金・祝）～
8/15（火）

県歴史文化博物館
れきはくこども夏まつり

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
http://www.i-rekihaku.jp/

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：8/13～15】

松山市 8月中旬
（予定）湯築城歴史塾

❶子規記念博物館
❷湯築城資料館　☎089（941）1480
http://dogokouen.jp/
info@dogokouen.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。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）

棚田応援教室

❶未定
❷愛媛県農地整備課農村整備係
☎089（912）2545
http://www.pref.ehime.jp/h35400furusato/
index.htm
（8月上旬掲載予定）

棚田の大切さを理解し、棚田での作業をサポートで
きる都市部の住民を農村地域に招き、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。（30名程度募集）

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：8/20】

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
http://www.tobezoo.com/

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：7/30、8/6、13、
20、27、10/1、8、15】
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えひめイベントBOX112
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

９
月

イイ トト
カカ レレ ンンダダーー
ンンベベ

月
September

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

9月上旬～
9/30（土）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：9/9～9/30】

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
9/2（土）～

10/9（月・祝）
（予定）

新居のいもだき
❶国領川河川敷（市民体育館前）
❷新居浜料理飲食業協同組合
☎0897（33）3920
http://www.h6.dion.ne.jp/̃ryoin/

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：9/3～10/10】

新居浜市
9月下旬～10月初旬

作品展示
10月初旬の日曜日
表彰式及び指導教室

北中校区子ども絵画展
❶口屋跡記念公民館
❷口屋跡記念公民館
☎0897（32）8430

夏休みに子どもたち（宮西小・新居浜小・北中学生）
が描いた絵を展示します。表彰式の後、指導教室を
開催します。学校、PTA、地域が協力し合い、子ど
もたちの文化的活動を後押しする事業です。

今治市
9/9（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：9/10】

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：9/4】

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：9/10】

今治市 9/22（金）・
9/23（土・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

22日夜は御衣更祭・豊栄の舞・獅子舞。
23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 9/23（土・祝）
（予定）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62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：9/22】

今治市
9/30（土）～
10/9（月・祝）

（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：9/24～10/2】

今治市
9/30（土）・
10/1（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10/8（日）に集結し
ます。【前年度開催日：9/17・18】

今治市
9/30（土）・
10/1（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：9/17・18】

中
　
　
　
　
予

松山市 9/2（土）・
9/3（日）

愛顔つなぐえひめ国体
公開競技
ゲートボール

❶北条スポーツセンター球技場
❷松山市国体競技課
☎089（909）7846

愛顔つなぐえひめ国体の公開競技として開催します。

松山市 9/9（土）～
9/17（日）

愛顔つなぐえひめ国体
（会期前開催）

❶アクアパレットまつやま特設プールなど
❷松山市国体競技課
☎089（909）7846

第72回国民体育大会です。愛顔つなぐえひめ国体の
開催競技のうち、松山市では正式・特別競技14競技
が開催されます。

松山市 9/16（土）・
9/17（日）

愛顔つなぐえひめ国体
公開競技
グラウンド・ゴルフ

❶城山公園やすらぎ広場
❷松山市国体競技課
☎089（909）7846

愛顔つなぐえひめ国体の公開競技として開催します。

松山市 9/19（火）
（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
http://sikihaku.lesp.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。

松山市 9月中旬
（予定）道後俳句塾（仮）

❶未定
❷松山市立子規記念博物館友の会
☎089（931）5566
http://www.sikihakutomonokai.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、松山市を代表する文化で
ある俳句への理解を深めていただきます。

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
http://www.sakanouenokumomuseum.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。
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イベントカレンダーBOX 113

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

９
月

イイ トト
カカ レレ ンンダダーー
ンンベベ

月
September

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 9月中旬
（予定）

第52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
http://sikihaku.lesp.co.jp/

俳句を事前募集し、大会において表彰、講評を行い
ます。当日句、記念講演も行います。

愛媛県
松山市

9月中旬
（予定）

愛媛県・松山市連携事業
「歴史バスツアー②」

❶県内の史跡現地
❷松山市考古館　☎089（923）8777
http://www.cul-spo.or.jp/koukokan

学芸員の解説を交えながら、バスで県内の史跡（現地）
を巡り、史跡や自然を含む地域の文化遺産に触れる
ことを通じて、地域の魅力を再発見します。

松山市 9/30（土）
（予定）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

9/30（土）～
10/4（水）
（予定）

※10/2（月）は
休館

第36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 9/30（土）～
10/10（火） 愛顔つなぐえひめ国体

❶ 愛媛県総合運動公園・愛媛県武道館・松山中央
公園など

❷松山市国体競技課
☎089（909）7846

第72回国民体育大会です。愛顔つなぐえひめ国体の
開催競技のうち、松山市では正式・特別競技14競技
が開催されます。

松山市
9月下旬～
10月下旬の

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。

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2017
後期展」

❶松山市考古館
❷松山市考古館　☎089（923）8777
http://www.cul-spo.or.jp/koukokan

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月中旬
（予定）

愛媛県・松山市連携事業
「掘ったぞな松山2017
後期展」報告会

❶松山市考古館
❷松山市考古館　☎089（923）8777
http://www.cul-spo.or.jp/koukokan

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。

愛媛県
松山市

9月～11月
（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します。

松山市 9月～11月
（予定）

第34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
☎089（948）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。

東温市 9/3（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他
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 9/10（日） 第33回どてかぼちゃカーニバル

❶未定
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月中旬～
10月中旬
（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。【前年開催
日：9/17～10/16】

東温市 9月下旬
（予定）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：9/24】

久万高原町 9/9（土）～
11/23（木・祝）

久万美術館2017年度
自主企画展
「Crossover―秩序と混
沌」（仮称）

❶久万美術館
❷久万美術館
☎0892（21）2881
http://www.kumakogen.jp/culture/muse/

愛媛出身、松山在住など地域にゆかりのある若手アー
ティスト3名の展覧会。館蔵品である《朱欒》の復
刻本出版などの事業を行う「座朱欒（ザシュラン）
プロジェクト」の一環でもあります。

久万高原町
9/30（土）～
11/30（木）

（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 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
http://www.nakatsu-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。

伊予市 9/2（土）
（予定）

第32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
http://iyokankou.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。
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えひめイベントBOX114
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

９
月

イイ トト
カカ レレ ンンダダーー
ンンベベ

月
September

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 9/23（土・祝）第30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
http://iyokankou.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。

南
　
　
　
　
予

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 9/23（土・祝）
（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 9/23（土・祝）
（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
http://www.city.ozu.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 9/24（日）
（予定）

第29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
http://www.city.ozu.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

9/24（日）
（予定）

サイクリング佐田岬
2017

❶八幡浜市～伊方町
❷佐田岬広域観光推進協議会
☎0894（22）3111（八幡浜市）
☎0894（38）0211（伊方町）

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、
昨年よりミドルコースを新設し、計３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 9/23（土・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 9/23（土・祝）・
9/24（日）

愛媛西予SEA TO　
SUMMIT2017

❶西予市
❷西予市経済振興課
☎0894（62）6408

一日目は環境シンポジウム、二日目はアクティビティ
を開催。アクティビティはカヤック、自転車、ハイキ
ングを行います。四国西予ジオパークの海、里、山
を体感することができます。

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（金） 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

9/8（金）～
9/24（日） 南楽園観月祭

❶津島町・南楽園
❷南楽園　☎0895（32）3344
http://www.nanreku.jp/
nanreku@nanreku.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。）

宇和島市 9/10（日）
四万十・南予横断
2リバービューライド
2017

❶道の駅みまほか
❷2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。

宇和島市 9/16（土）～
10/29（日） 秋期特別展

❶伊達博物館
❷伊達博物館
☎0895（22）7776

宇和島伊達家や南予地方にゆかりの武具を中心とし
た展示です。なかでも甲冑・刀剣はみどころです。

宇和島市 9月か10月
未定

第59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。

鬼北町 9月中旬
（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
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。
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イベントカレンダーBOX 115

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

９
月

イイ トト
カカ レレ ンンダダーー
ンンベベ

月
September

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 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
http://www.town.matsuno.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。
【前年開催日：10/2】

松野町 9月上旬 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。
【前年開催日：9/10】

愛南町 9/1（金）
（予定）増田はなとり踊り 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
http://www.town.ainan.ehime.jp/

旧暦7月11日に安養寺の境内で、高山尊神の供養、
ちよ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
　
媛
　
県

松山市 9/2（土） 湯築市
❶道後公園
❷湯築城資料館　☎089（941）1480
http://dogokouen.jp/
info@dogokouen.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
2017

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：
9/11】

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：9/3】

松前町 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松前総合文化センター〔松前町〕（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月中旬
（予定）湯築城歴史塾

❶子規記念博物館
❷湯築城資料館　☎089（941）1480
http://dogokouen.jp/
info@dogokouen.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。

砥部町 9/23（土・祝）
（予定）動物なんでも相談

❶とべ動物園
❷とべ動物園　☎089（962）6000
http://www.tobezoo.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。【前年開催日：9/22】

松前町 9/23（土・祝）
（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：10/1】

西予市 9/30（土）～
11/26（日）

県歴史文化博物館特別展
「高虎と嘉明 ―転換期の
伊予と両雄―」

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
http://www.i-rekihaku.jp/

天下統一という時代の転換期に伊予を治めた藤堂高
虎と加藤嘉明は、伊予の近世の礎を固めるうえで大
きく貢献した存在といえます。高虎と嘉明に注目し
関連資料を紹介しながら、彼らが生きた時代の伊予
の姿を振り返ります。

砥部町 9月下旬
（予定）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
http://www.tobezoo.com/

サイの現状について飼育員が詳しく解説します。【前
年開催日：9/22】

松山市 9月下旬～
10月上旬 第42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
http://www.tobezoo.com/

園内長寿動物のお祝い会を行います。【前年開催日：
9/17】
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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
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（金）～
10/15（日） 川之江秋祭り 祭

❶四国中央市内（川之江地区）
❷四国中央市観光交通課
☎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（金）～
10/15（日）

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（金）～
10/23（月） 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
　（四国中央市観光交通課内）
☎0896（28）6187
http://mishima-matsuri.com/

○三島･豊岡地区
　10月21日（氏参り）地区巡行、
　22日（宵祭り）統一寄せ・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 統一寄せ

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通課
☎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 10/1（日）～
10/4（水）

愛顔つなぐえひめ国体
セーリング競技

❶マリンパーク新居浜
❷新居浜市国体推進室
☎0897（65）1520
http://www.niihama-kokutai.jp/

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。ヨット4艇種（470級、420級、セーリング
スピリッツ級、レーザー級）男女8種目、ウインドサー
フィン男女2種目が行われます。

新居浜市 10/1（日）～
10/4（水）

愛顔つなぐえひめ国体
サッカー

❶グリーンフィールド新居浜
❷新居浜市国体推進室
☎0897（65）1520
http://www.niihama-kokutai.jp/

グリーンフィールド新居浜において、少年男子のサッ
カー競技大会が開催されます。皆さんの応援をお願
いします。

新居浜市 10/5（木）～
10/9（月・祝）

愛顔つなぐえひめ国体
ウエイトリフティング

❶新居浜市市民文化センター大ホール
❷新居浜市国体推進室
☎0897（65）1520
http://www.niihama-kokutai.jp/

新居浜市市民文化センターにおいて、ウエイトリフ
ティング（全種目）が開催されます。3回の試技で成
功した最高重量が記録となり、スナッチ、クリーン&
ジャーク及びトータルで順位が決定します。頑丈な
バーベルが左右にしなりながら持ち上げられていく
際の迫力が見どころです。

新居浜市 10/6（金）・
10/7（土）

愛顔つなぐえひめ国体
軟式野球

❶新居浜市営野球場
❷新居浜市国体推進室
☎0897（65）1520
http://www.niihama-kokutai.jp/

新居浜市営野球場において、成年男子の軟式野球競
技が行われます。ゴムのボールを使うことを除いて、
硬式野球と同じルールで行われます。皆さんの応援
をお願いします。

愛媛県
新居浜市

10/7（土）～
11/26（日）

県総合科学博物館企画展
「東予産業遺産」（仮）

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
http://www.i-kahaku.jp/
kikaku@i-kahaku.jp

東予に残る産業遺産について、写真やパネルを用い
て紹介します。東予地方局による産業遺産事業の継
続実施事業です。

新居浜市 10/14（土）・
10/15（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。

新居浜市 10/15（日）～
10/18（水） 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
http://www.city.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～
11月上旬

第43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
http://niihama.info/

第43回を迎える写真コンテストです。新居浜太鼓祭
り期間中に撮影された太鼓台等の応募写真の中から、
入賞作品約26点を選出します。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、あかがねミュージアムでも展示されますの
で、奮ってご応募下さい！

新居浜市 10/21（土）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
http://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
歩きながら新居浜の歴史を学びます。また、俳人夏
井いつきさんにも同行いただき、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 10/29（日） 郷土芸能発表会
❶市民文化センター中ホール
❷新居浜市教育委員会スポーツ文化課
☎0897（65）1303

市内郷土芸能保存団体による発表会を開催します。

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
http://www.coopehime.or.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：10/29】

新居浜市 10月下旬～
11月上旬 第62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。【前年開催日：
10/22、10/23、10/29、10/30、11/3】
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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
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

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
10/7（土）

（18時30分～
20時30分）

第25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）
http://www.city.saijo.ehime.jp/

だんじり14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。

西条市
10/7（土）・
10/8（日）、

10/14（土）～
10/17（火）

西条まつり 祭

❶西条市内一円
❷西条市観光物産課・西条市観光物産協会
☎0897（52）1446・0897（56）2605
http://www.city.saijo.ehime.jp/
kanko@saijo-city.jp
http://www.saijo-imadoki.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
10/7（土）・10/8（日）、
10/16（月）・10/17（火）

（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
http://www.city.saijo.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：10/8・9、10/16・17】

西条市 10/15（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 10/15（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 10/29（日）
（予定）

クラシックCarニバル
in 小松2017

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：10/30】

西条市 10月下旬
（予定）

第16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：10/23】

今治市 10/1（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 10/1（日）
（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：10/2】

今治市
10/7（土）・
10/8（日）
（予定）

宮浦・台地区祭（7日）
大山祇神社産須奈大祭
（8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：9/24・25】

今治市
10/7（土）・
10/8（日）
（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：10/8・9】

今治市
10/7（土）・
10/8（日）
（予定）

今治せんいまつり2017
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：10/8・9】

今治市
10/8（日）・

10/9（月・祝）
（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：10/9・10】

今治市 10/13（金）～
10/15（日）

第17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
http://www.shimanami3dm.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。【前年度開
催日：9/30・10/1・2】

今治市 10/15（日） 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（日）
（予定）おおにしフェスタ2017

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：10/16】
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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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月
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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

今治市 10/15（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。【前年度開催日：10/16】

今治市 10/21（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：10/15】

今治市
10/21（土）・
10/22（日）

（未定）
第39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
http://www.stia.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：10/22・23】

今治市 10/21（土）・
10/22（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：10/23】

今治市
10/22（日）～
11/12（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：10/2～11/19】

今治市 10/28（土）
（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：10/22・23】

今治市 10月下旬
（予定）

かわら館フェスタ2017
～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：2,000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：10/22】

今治市 10月
 （予定）

第31回今治シティマラソ
ン

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。【前年度開催日：
10/2】

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：10/8・9】

上島町 10/6（金）・
10/7（土）

愛顔つなぐえひめ国体 
軟式野球競技

❶生名島：いきなスポレク公園蛙石野球場
❷上島町教育委員会生涯学習課
☎0897（77）2128
http://www.town.kamijima.lg.jp/

第72回国民体育大会、軟式野球競技を開催します。 
東予地域4市1町で開催され、上島町では１回戦3試
合、2回戦2試合、準々決勝1試合を開催します。

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
http://www.town.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（日） 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 10/4（水）
予定

庚申庵観月祭（中秋の
名月）

❶庚申庵史跡庭園
❷NPO法人GCM庚申庵倶楽部
☎089（915）2204

「中秋の名月」の夜、篠笛コンサートを開催します。

松山市
10/5（木）～
10/7（土）
（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。

松山市 10月上旬
（予定）

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
http://sikihaku.lesp.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。
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イベントカレンダーBOX 119

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
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月上旬
（予定）

のぼさんとあそぼ秋祭り
誕生祭

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
http://sikihaku.lesp.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2017
後期展」講演会

❶松山市考古館
❷松山市考古館　☎089（923）8777
http://www.cul-spo.or.jp/koukokan

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 10/11（水）
（予定）

一草忌（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 10/14（土）・
10/15（日）みんなの生活展2017

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
（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 10/22（日）、
10/29（日）

第36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 10/22（日）
（予定）

第26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
http://www.cul-spo.or.jp/rainbow

青少年団体や地元五明地区の方々をはじめ、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
外活動の体験コーナーや各種イベント・バザー等を
行い楽しい秋の一日を過ごしていただきます。

松山市 10/22（日） 松山市民体育祭2017
❶松山中央公園運動広場
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 10/28（土）～
10/30（月） 愛顔つなぐえひめ大会

❶ 愛媛県総合運動公園・愛媛県武道館・松山中央
公園など

❷松山市国体競技課
☎089（909）7846

第17回全国障害者スポーツ大会です。愛顔つなぐえ
ひめ大会の開催競技のうち松山市では正式競技６競
技が開催されます。

松山市 10月下旬
（予定）

第35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
http://sikihaku.lesp.co.jp/

短歌を事前募集し、大会において表彰、歌評を行い
ます。記念講演も行います。

松山市 10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。

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。

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・園芸相談会を開催します。

松山市
10月下旬～
11月上旬
（予定）

第115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
http://www.city.matsuyama.ehime.jp/
kouen/

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。
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えひめイベントBOX120
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
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19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
http://www.city.matsuyama.ehime.jp/kouen/

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
（予定）

歴史の記憶　須田剋太
「街道をゆく」挿絵原画
展

❶坂の上の雲ミュージアム
❷坂の上の雲ミュージアム　☎089（915）2600
http://www.sakanouenokumomuseum.jp/

司馬遼太郎の紀行文「街道をゆく」の挿絵を描いた
画家・須田剋太さんの原画展です。

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
http://home.e-catv.ne.jp/rikkuru/

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）

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
http://mbyc.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
40kmのコースを一晩かけて歩きます。

東温市 10/1（日）～
10/9（月・祝）愛顔つなぐえひめ国体

 ❶ 東温市総合公園多目的グラウンド、東温市かす
みの森公園多目的広場【ソフトボール競技　
10/1（日）～10/3（火）】

　 ツインドーム重信【バスケットボール競技　10/1
（日）～10/4（水）】【銃剣道競技　10/7（土）
～10/9（月・祝）】

❷東温市国体推進課
☎089（964）4473

えひめ国体は、昭和28年に四国4県で共同開催して
以来、64年ぶり、初の単独開催となるものです。地
域をあげて選手や観客をおもてなしするなど、全国
から訪れる人々との交流や地域の活性化を期待して
います。東温市では、ソフトボール〔少年男子〕、バ
スケットボール〔成年男子〕、銃剣道〔全種別〕の3
競技が実施されます。

東温市 10/7（土） 獅子舞大会 祭
❶中央公民館
❷東温市生涯学習課
☎089（964）1500

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 10/12（木） 東温国際音楽の日記念コンサート
❶中央公民館
❷東温市生涯学習課
☎089（964）1500

国際音楽の日（10月1日）を記念して開かれるコンサー
トです。今年はオーボエリサイタルを予定していま
す。

東温市 10/14（土） 獅子舞大会 祭
❶川内公民館
❷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月中旬
（予定）

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。【前年開催日：
10/16】

東温市 10/22（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
☎089（964）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10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 10/28（土）・
10/29（日）

愛顔つなぐえひめ大会　
フットベースボール競技

❶東温市総合公園多目的グラウンド
❷東温市国体推進課
☎089（964）4473

えひめ大会は、障がいのある選手が競技等を通じ、
スポーツの楽しさを体験するとともに、多くの人々
が障がいに対する理解を深め、障がいのある人の社
会参加を推進することを目的として開催される国内
最大の障がい者スポーツの祭典です。東温市ではフッ
トベースボール競技（知的障がい者が出場できる競
技）が開催されます。

久万高原町 10/1（日）
（予定）

第23回
やなだに産業まつり

❶やなだにさんさんドーム
❷久万高原町企画観光課
☎0892（21）1111

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 10/2（月）～
10/5（木）

愛顔つなぐえひめ国体　
ラグビーフットボール競
技（成年男子・女子）

❶久万高原町ラグビー場
❷ 愛顔つなぐえひめ国体・久万高原町実行委員会
　（久万高原町教育委員会内）
☎0892（21）1111

愛顔つなぐえひめ国体ラグビーフットボール競技の
成年男子と女子種目が開催されます。日本全国の地
区予選を突破した国体選手達が繰り広げる熱い闘い
をご覧ください。

久万高原町 10/4（水）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。望遠鏡や双眼鏡で月を
観察していただきます。

久万高原町 10/7（土）～
11/23（木・祝）

面河山岳博物館
秋の企画展
「久万高原町のきのこ写
真展」

❶面河山岳博物館
❷面河山岳博物館
☎0892（58）2130

愛媛県のキノコ研究の第一人者・沖野登美雄撮影の
生態写真を展示し、久万高原町に自生する菌類を解
説します。

久万高原町 10/21 （土）・
10/22（日） 第47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 10/22（日）
（予定）

久万高原まるごと秋の収
穫祭

❶道の駅「天空の郷さんさん」
❷道の駅「天空の郷さんさん」
☎0892（21）3400

収穫期を迎えた新鮮なトマト、お米などの農産品販
売のほか、さまざまなお楽しみ企画を実施します。

イ
ベ
ン
ト
カ
レ
ン
ダ
ー



イベントカレンダーBOX 121

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
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

久万高原町 10/29（日） 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～
11月上旬

第22回
久万高原マラソン大会

❶役場周辺
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、中学生は3㎞、小学生は1.5㎞コースがあり、
県内外からランナーが参加し開催されます。

松前町 10/14（土）・
10/15（日） 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。

伊予市
10/28（土）～
10/30（月）

（予定）

第10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 10/4（水）・
10/5（木） 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
http://www.we-love-uchiko.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 10月上旬
（中秋の名月近く）

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
http://www6.plala.or.jp/tateishi/

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 10月
（予定）ドイツフェスタ 2017

❶ 内子まちの駅Nanze、内子町ビジターセンター、
内子本町商店街

❷内子町ビジターセンター
☎0893（44）3790

2011年10月にドイツ・ローテンブルク市と姉妹都市
盟約を集結した内子町が、ドイツ文化にふれる機会
の一つとして2013年から実施しています。美味しい
ビール、美味しい料理、ステージで演奏されるドイ
ツ音楽、盛り上がること間違いなしのイベントです。

大洲市 10月上旬
（予定）

第8回大洲産業フェスタ
2017

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 10/14（土） 第21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 10/15（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 10/15（日）
（予定）

河辺ふれあいフェスタ
2017

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
http://www.city.ozu.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。

大洲市 10月頃
（未定）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します。

八幡浜市 10/1（日）～
10/3（火）

愛顔つなぐえひめ国体
ソフトボール競技会（成
年男子）

❶ 八幡浜市民スポーツパーク・王子の森スタジアム
❷ 八幡浜市教育委員会生涯学習課えひめ国体推進室
☎0894（22）3111

愛顔つなぐえひめ国体ソフトボール競技は、成年男
子ならではのダイナミックなフォームから繰り出さ
れるスピードボールや磨き抜かれたコントロールと
緩急自在のピッチング、それをいかにして打つかと
いう、ピッチャーとバッターの攻防が見所です。

八幡浜市 10/6（金）～
10/9（月・祝）

愛顔つなぐえひめ国体
バレーボール競技会（成
年男子）

❶八幡浜市民スポーツセンター
❷八幡浜市教育委員会生涯学習課えひめ国体推進室
☎0894（22）3111

愛顔つなぐえひめ国体バレーボール競技は、選手た
ちの優れたジャンプ力から放たれる成年男子ならで
はの力強いアタックやそれを食い止めるブロック、リ
ベロを中心とした粘り強いレシーブなどが見所です。 
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えひめイベントBOX122
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
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

八幡浜市
10/15（日）
10/17（火）
10/28（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、15日（10月第3日曜）喜須来地区、
17日喜木津地区、28日（10月第4土曜）三島神社秋
季大祭）

八幡浜市 10/15（日）～
11/26（日）

日本画山脈　再生と革新
－逆襲の最前線（美術展）

❶八幡浜市民ギャラリー
❷八幡浜市生涯学習課
☎0894（36）3040

戦後日本画の再生に挑んだ七人の巨山を中心に現代
の巨匠たち、そして新世代の作家たちの作品を紹介
します。出展作家：東山魁夷、髙山辰雄、加山又造、
平山郁夫ら29人

八幡浜市 10/18（水） 第１４回唐獅子共演大会 祭
❶みなっと緑地広場
❷八幡浜市生涯学習課
☎0894（36）3040

『唐獅子の里・八幡浜』古くから市内の各地区で守り
伝えられてきた伝統芸能・唐獅子舞いの共演大会で
す。

八幡浜市 10/18（水）・
10/19（木） 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。

八幡浜市 10/28（土）・
10/29（日）

愛顔つなぐえひめ大会
バレーボール競技会（精
神障がい部門）

❶八幡浜市民スポーツセンター
❷八幡浜市教育委員会生涯学習課えひめ国体推進室
☎0894（22）3111

第17回全国障害者スポーツ大会（愛顔つなぐえひめ
大会）バレーボール競技（精神障がい部門）は、男
女混合で実施され、ソフトバレーボールを使用しま
す。

八幡浜市 10月～ 12月
（予定）

シクロクロスやわたはま
2017

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
☎0894（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 10/8（日）・
10/9（月・祝）

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伊方町役場三崎支所
☎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
10/14（土）・
10/15（日）

（予定）
瀬戸地区秋まつり 祭

❶伊方町・瀬戸地区
❷伊方町役場瀬戸支所
☎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：10/8・10/9】

伊方町
10/21（土）・
10/22（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伊方町産業建設課観光商工室
☎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：10/15・10/16】

伊方町 10月
（予定）風車まつり

❶瀬戸アグリトピア
❷瀬戸アグリトピア
☎0894（53）0002（代表）

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：10/23】

西予市 10/15（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 10/20（金）
（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。

西予市
10/20（金）～
10/22（日）

（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月中旬 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（日） 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月
（予定）

2017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。

宇和島市 10/14（土） 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（日）
10月第3日曜日

きなはいや吉田三万石
2017（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。
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イベントカレンダーBOX 123

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
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

宇和島市 10/16（月） 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 10/19（木） 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 10/21（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 10/22（日） 定期闘牛大会秋場所 祭
❶宇和島市・市営闘牛場
❷宇和島市観光協会
☎0895（22）3934
http://www.tougyu.com/

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 10/23（月） 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 10/29（日） 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。

宇和島市 10/29（日）
（予定）

第36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。

鬼北町 10/21（土）
（予定）

鬼のお太鼓コンテスト
＆でちこんか前夜祭

❶鬼北町総合公園体育館
❷鬼北町企画振興課
☎0895（45）1111

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！

鬼北町 10/22（日）
（予定）でちこんか2017

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

鬼北町最大イベント「でちこんか」。県内外から約
100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2,500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 10/22（日） 秋まつり 祭
❶松野町内
❷松野町森の国創生課
☎0895（42）1116
http://www.town.matsuno.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。
【前年開催日：10/23】

松野町 10/29（日） 松野四万十バイクレース2017

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
http://www.town.matsuno.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ーマラソン大会。普
段は走ることの出来ない国立公園の林道内を走行し、
大自然のなかで渓谷の美しさを堪能できます。
【前年開催日：10/2】

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
http://www.town.matsuno.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。【前回中止】

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：11/23】

愛南町 10/2（月）～
10/5（木）

愛顔つなぐえひめ国体
（女子サッカー）

❶あけぼのグラウンド
❷ 愛顔（えがお）つなぐえひめ国体愛南町実行委
員会（愛南町教育委員会生涯学習課）

☎0895（73）1111

えひめ国体の女子サッカー大会が愛南町あけぼのグ
ラウンドで行われます。

愛南町 10/15（日）
（予定）

愛南まるゴチ秋の味覚祭
＆リレーマラソン

❶愛南町広見「㈱レクザム敷地内」（予定）
❷ 愛南食のイベント実行委員会（愛南町商工観光課）
☎0895（72）7315
http://www.town.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。あわせてリレーマラソン大会を同時開催し
ます。（予定）

愛南町 10/28（土）
（予定）あいなん磯釣大会2017

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）

JAZZ in 四国（愛南町）
2017

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。
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えひめイベントBOX124
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
October

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 愛南町 10月

（予定）

愛南サッカーフェスティ
バル2017（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

松前町 10/9（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：10/10】

松山市 10/9（月・祝） 湯築市
❶道後公園
❷湯築城資料館　☎089（941）1480
http://dogokouen.jp/
info@dogokouen.jp

道後公園内の子規記念博物館との共催イベントで、
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：
10/10】

松山市 10月上旬 ＳＥＬＰ（セルプ）フォーラム2017（仮称）
❶ひめぎんホール
❷愛媛県障がい福祉課
☎089（912）2424

県内の障害者就労施設を利用する障がい者の工賃向
上を図るとともに、地域で働き自立した生活を営め
る地域社会の実現を目指すための事業の一環として、
ＳＥＬＰ（セルプ）フォーラムえひめ2017（仮称）
を開催します。

松山市 10/14（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
http://dogokouen.jp/
info@dogokouen.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。

松山市 10月中旬
（予定）湯築城歴史塾

❶子規記念博物館
❷湯築城資料館　☎089（941）1480
http://dogokouen.jp/
info@dogokouen.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月下旬 第13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。

砥部町
10月下旬～
11月上旬
（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
http://www.tobezoo.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：10/30】

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
http://ehime-c.esnet.ed.jp/kyouikunohi/
kyouikunohi.htm

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：10/30】

松山市 10月
（予定）

2017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
http://www.pref.ehime.jp/h41000/housing-
fair/top.html
（9月下旬掲載予定）
kenchikujuut@pref.ehime.lg.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：
10/22・23】

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：10/16】

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）
junkan-shakai@pref.ehime.lg.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：10/15・16】

愛媛県 10月～11月 えひめ愛顔のこども芸術
祭

❶えひめこどもの城
❷愛媛県子育て支援課
☎089（912）2413

県内外の高校生以下の子ども達が制作した作品を対
象にしたアートイベントを開催します。

愛媛県 10月～12月
（予定）

平成29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
http://www.pref.ehime.jp/
bunkasports@pref.ehime.lg.jp

今年で30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。
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イベントカレンダーBOX 125

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
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

四国中央市
新居浜市

11月上旬
（予定）

別子・翠波はな街道サイ
クリング2017

❶四国中央市金砂湖畔公園ほか
❷四国中央市観光交通課　☎0896（28）6187
または新居浜市運輸観光課　☎0897（65）1261

赤石山系・法皇山脈を囲むように位置し、絶景や四
季折々の花が楽しめる観光ルート「別子・翠波はな
街道」を舞台に、四国中央市と新居浜市合同でのサ
イクリング大会を開催します。

東
　
　
　
　
予

四国中央市
11/18（土）・
11/19（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 11/1（水）～
2/28（水）

イルミネーション
ライトアップ

❶マイントピア別子
❷マイントピア別子
☎0897（43）1801
http://besshi.com/

マイントピア別子・端出場記念館入口周辺に約
60,000球の電飾によるイルミネーションを点灯しま
す。同時に、国の登録有形文化財である旧端出場水
力発電所のライトアップも行います。

愛媛県
新居浜市 11/5（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
http://www.i-kahaku.jp/
kikaku@i-kahaku.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23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 11/5（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
http://besshiyama.com/yuragi/

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29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：10/29～12/4】

新居浜市 11月上旬～
11月中旬

第67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。【前年開催
日：10/27～11/6】

新居浜市 11/25（土）
（予定）文化部発表会

❶高津公民館
❷高津公民館
☎0897（32）3320

日舞・大正琴・詩吟・バトン・コーラス・琴など日
頃の練習の成果発表を行います。【前年開催日：
11/26】

新居浜市 11/26（日）

第22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
http://www.n-syakyo.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 11月下旬
（予定）

マイントピア別子
冬の桜まつり
物産展

❶マイントピア別子駐車場他
❷マイントピア別子
☎0897（43）1801
http://besshi.com/

マイントピア別子園内に冬に咲く桜を見物して、新
居浜の物産市でお買い物！また、新居浜の名物に舌
鼓を打たれてはいかがでしょうか。【前年開催日：
11/26・11/27】

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：
11/20】

新居浜市 11月
（予定）別子校区産業文化祭

❶別子山公民館
❷別子山公民館
☎0897（64）2211

地域住民の絵画・書などの作品展示や農産品展示、
ものづくり体験など様々な催しが開催されます。赤
石山系の紅葉を楽しみながら、別子山で秋の一日を
過ごしてみませんか。

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 ’17」
（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：11/13】

西条市 11/4（土）・
11/5（日） 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：11/5・6】

西条市 11/5（日）
（予定）

いしづち山麓SWEET
ライド2017

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（52）1446
http://www.saijocycling.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：11/6】

西条市 11/5（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
http://www.city.saijo.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：11/6】

西条市 11/5（日）
（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：11/6】

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：11/27】
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えひめイベントBOX126
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
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

西条市
11月上旬～
11月中旬
（予定）

第60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：11/12・13】

西条市 11/11（土）・
11/12（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：11/12・13】

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：11/13】

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。

今治市 11/3（金・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
11/4（土）・
11/5（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
☎0898（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：11/5・6 】

今治市 11/5（日） 朝倉ふれあいフェスタ2017
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
☎0898（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 11/5（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
☎0898（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。【前年度開催日：11/6 】

今治市 11/5（日）
（予定）

第38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
☎0898（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。【前年度開
催日：11/6 】

今治市 11月上旬
（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：11/22・23】

今治市 11月上旬
（予定）湯ノ浦温泉まつり2017

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）
☎0898（48）1911

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：11/12・13】

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
☎0897（86）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：11/3・4】

今治市
11/11（土）・
11/12（日）

（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
☎0898（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。
【前年度開催日：11/12・13】

今治市 11/18（土）・
11/１9（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
☎0898（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月第3日曜日
（予定）

第8回
安芸灘とびしま海道
オレンジライド2017

❶安芸灘とびしま海道
❷今治市関前支所産業建設課
☎0897（88）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：11/20】

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
☎0897（87）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：11/20】

今治市
11/25（土）～

12/3（日）
（予定）

県展今治移動展
❶今治市河野美術館
❷今治市文化振興課
☎0898（36）1608

「秋季県展」入選作品の内、今治市・越智郡ゆかりの
作品を展示します。
【前年度開催日：1/14～1/22】

今治市 11/26（日）
第5回今治
タオルリレー
マラソン

❶波方運動公園多目的広場（予定）
❷今治市体育振興課
☎0898（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、
42.195㎞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：11/6】

今治市 11月
（予定）

瀬戸内しまなみ・ゆめし
ま海道サイクリング大会

❶しまなみ海道周辺
❷ 瀬戸内しまなみ・ゆめしま海道サイクリング大会
実行委員会

☎未定

サイクリストの聖地・しまなみ海道を舞台にしたサ
イクリング大会です。上級者はもちろん、初心者で
も参加できるよう、各種コースが設定されています。
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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
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月
（予定）第4回ツール・ド・玉川

❶今治市玉川総合公園運動場
❷（公社）今治地方観光協会
☎0898（22）0909

伊予の三湯のひとつ「鈍川温泉」を有する今治市の
奥座敷「玉川」をスタートし、里山、渓谷、山岳と変
化に富んだ道を走るサイクリングイベントです。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：11/20】

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2017”

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
☎0897（75）2500
http://www.town.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。

上島町 １１月
（予定）

ゆめしまサイクル2017 
in かみじま

❶弓削・生名島・佐島・岩城
❷上島町観光協会
☎0897（72）9277
http://www.kamijima.info/

穏やかな時間が流れるゆめしま海道の「とっておき」
を満喫するクルージング×グルメライドです。上島
町の多島美や美味しいものを、めいいっぱい楽しも
う！【前年開催日：11/13】

中
　
　
　
　
予

松山市 11/1（水）
（予定）庚申庵観月祭（後の月）

❶庚申庵史跡庭園
❷NPO法人GCM庚申庵倶楽部
☎089（915）2204

「後の月」の夜、篠笛コンサートを開催します。

松山市 11/3（金・祝）
（予定）

みんなの消防フェスタ・
防災シンポジウム2017

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
☎089（926）9245

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。
※防災シンポジウム同日開催

松山市 11/11（土）
（予定）

第21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
http://www.matsuyama-swwo.jp/jido/c_
gaiyo.html

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。

愛媛県
松山市

11/１8（土）
（予定）

動物愛護フェスティバル
えひめ2017

❶ひめぎんグラウンド
❷松山市保健所生活衛生課
☎089（911）1862

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。

松山市 11月中旬
（予定）若草福祉まつり2017 祭

❶松山市総合福祉センター
❷松山市社会福祉協議会
☎089（921）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
☎089（977）0510
http://www.city.matsuyama.ehime.jp/kuras
hi/kurashi/josuido/keikaku/kasenseisou.html

「石手川ダム」の水質を守るため、毎年600名程度の
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 11/25（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 11月下旬
（予定）

第52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
☎089（931）5566
http://sikihaku.lesp.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、講評を行います。

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
☎089（921）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）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
☎089（909）8008

松山市文化協会の会員による、盆栽・椿・バラ・水
石・帯結びの展示会を開催します。

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松山市地域経済課　☎089（948）6550
　愛媛県ブランド戦略課　☎089（912）2541

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 11月
（予定）

風早にぎわいレトロ祭り
（仮）

❶北条地域（未定）
❷風早活性化協議会
☎089（948）6991

伝統芸能などのステージ発表や、地元の店舗・団体
が出店するグルメ屋台などが楽しめる、北条の魅力
満載のイベントです。

松山市 11月
（予定）

『坂の上の雲』のまち松山
サイクルロゲイニング大会

❶松山市内
❷ 『坂の上の雲』のまち松山サイクルロゲイニング
大会実行委員会

☎089（916）5958

『坂の上の雲』ゆかりの地をはじめとした地域資源を
巡るサイクリングイベントです。

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2017」

❶松山市考古館
❷松山市考古館　☎089（923）8777
http://www.cul-spo.or.jp/koukokan

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。

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2017」
報告会

❶松山市考古館
❷松山市考古館　☎089（923）8777
http://www.cul-spo.or.jp/koukokan

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。

東温市 11/3（金・祝）白猪の滝まつり
❶白猪の滝農村公園
❷白猪の滝まつり実行委員会
☎090（9551）5836

「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。
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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
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

東温市 11/3（金・祝）～
11/5（日） 文化祭（重信地区）

❶中央公民館
❷東温市生涯学習課
☎089（964）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。

東温市 11/10（金）～
11/12（日） 文化祭（川内地区）

❶川内公民館
❷東温市生涯学習課
☎089（964）1500

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月
（予定）東温市健康フォーラム

❶中央公民館（予定）
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：10/2】

東温市 11月頃 とうおんゆったりサイク
リング

❶未定
❷東温市産業創出課
☎089（964）4414

安心・安全に走行できる重信川自転車道とその周辺
地域を活用し、家族で楽しめるサイクリングイベン
トを開催します。【前年開催日：11/13】

久万高原町 11/12（日）
（予定）

第38回
面河ふるさとまつり

❶面河住民センター
❷久万高原町企画観光課
☎0892（21）1111

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
11/11（土）・
11/12（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
☎089（985）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月下旬
（予定）

松前町ふれあい健康
マラソン大会

❶塩屋海岸沿岸道路（予定）
❷松前町社会教育課
☎089（985）4138

男子の部・女子の部（約2㎞）、ファミリーの部（約2
㎞）、中学生男子（約3㎞）、高校生以上（約5㎞）等
のコースに分かれ、町内に在住もしくは在勤・在学
している健康な方を対象として開催されます。

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　☎089（985）4156
　松前町町民課　☎089（985）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。

伊予市
11/3（金・祝）
下灘（予定）
11/12（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）
☎089（986）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）
☎089（968）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。

伊予市 11/12（日） 第21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。

砥部町
11/4（土）・
11/5（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砥部町地域振興課　☎089（962）7288
http://www.town.tobe.ehime.jp/site/tokaid
o53tugi/shikiibento.html

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
11/4（土）・
11/5（日）

（毎年11月の第1土・日）
（予定）

秋の砥部焼まつり2017

❶砥部焼伝統産業会館周辺
❷砥部町地域振興課
☎089（962）7288
http://www.town.tobe.ehime.jp/site/tokaid
o53tugi/shikiibento.html

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（木）～
11/4（土）うちこ文化祭

❶内子自治センター
❷内子自治センター
☎0893（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（金・祝）石畳水車まつり
❶内子町・石畳自治会
❷石畳の宿
☎0893（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（金・祝）立川地区文化産業祭
❶立川自治会館
❷立川自治会館
☎0893（45）0851（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 11/5（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
☎0892（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 11/5（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
☎0893（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。
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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
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

内子町 11/5（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
☎0893（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
☎0893（44）2118

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（木・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
☎0893（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（水）～
11/30（木）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　☎0893（24）2664
http://www.oozukankou.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3,000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（木）・
11/3（金・祝）大洲まつり 祭

❶大洲市内
❷大洲商工会議所
☎0893（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「お成り」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 11/2（木）～甦る藩政時代～復活・道楽／大洲“お成り行列”
❶大洲市　中町三丁目・本町一・二丁目周辺
❷八幡神社　☎0893（23）4184
http://ozu8man.or.jp/matsuri/gagaku/

300年以上の歴史を持つ大名行列（お成り）に加え、
歩きながら雅楽演奏を行う「道楽」を実施します。

大洲市 11/3（金・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　☎0893（24）2111
http://www.city.ozu.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
☎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 11/12（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
☎0893（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 11/12（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
☎0893（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 11/19（日）
（11月第3日曜日）

第33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
☎0893（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 11/19（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
☎0893（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 11/19（日）
（11月第3日曜日）第24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　☎0893（25）2400
http://yanagisawa252400.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。

大洲市 11/23（木・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
☎0893（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 11/26（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
☎0893（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。

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
❷八幡浜市国際交流協会
☎0894（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二宮敬作の業績をたたえ、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）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
☎0894（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。

伊方町 11/5（日）
（予定）

ライブ in 佐田岬 !!
風のまつり

❶瀬戸農業公園
❷伊方町産業建設課観光商工室
☎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：11/6】

伊方町 11/12（日）
（予定）

佐田岬マラソン大会
2017

❶伊方町・瀬戸地区
❷伊方町教育委員会生涯学習室
☎0894（38）0211（代表）
☎0894（38）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：11/13】

西予市 11/1（水）～
11/30（木）みかん狩り

❶明浜町内
❷西予市明浜支所産業建設課
☎0894（64）1287

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。
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西予市 11/3（金・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
☎0894（82）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12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
☎0894（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　☎0894（82）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 11/12（日）
（予定）第20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
☎0894（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 11/12（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
☎0894（64）1291

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
2017

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
☎0894（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
☎0894（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
☎0894（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166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
☎0894（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！！

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
☎0894（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
☎0894（64）1280

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（水）～
11/30（木） 秋の南楽園

❶津島町・南楽園
❷南楽園　☎0895（32）3344
http://www.nanreku.jp/
nanreku@nanreku.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。ウォーキングイベントも開催します。

宇和島市
11/２（木）・

11/３（金・祝）
（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
☎0895（49）7098

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。

宇和島市 11/2（木） 吉田秋祭り宵宮宝多（ホタ）行事 祭
❶吉田町内
❷吉田公民館
☎0895（52）0076

吉田特有の伝統行事。夕方18時～21時頃まで白装
束に身を固めた子供たちが宝多（ホタ）の面を被り、
家々の繁栄を願い各戸を回ります。

宇和島市 11/3（金・祝）吉田秋祭り卯之刻相撲 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
☎0895（52）2184

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、1683年より始まりました。

宇和島市 11/3（金・祝）吉田秋祭りお練り 祭
❶吉田・立間八幡神社
❷宇和島市吉田支所
☎0895（52）1111

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（金・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
☎0895（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
11/5（日）

（１１月第１日曜日
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
☎0895（58）3311
http://mimachocosmos.blogspot.com/
https://www.facebook.com/mima.cosmos

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 11/11（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
☎0895（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
11/11（土）・
11/12（日）

（予定）
パールフェスティバル
in うわじま2017

❶宇和島市・南予文化会館
❷宇和島市商工観光課
☎0895（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。
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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
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

宇和島市 11/12（日）
（予定）

第28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
☎0895（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
☎0895（58）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。

鬼北町 11/3（金・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」
☎0895（44）2340
http://www.hiyoshiyumesanchi.com/

愛あるブランド産品に認定された「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 11/4（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
☎0895（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月上旬 森の国文化祭
❶松野町内
❷松野町教育委員会　☎0895（42）1118
http://www.town.matsuno.ehime.jp/

文化協会員を中心に、町民の作品展示や芸能大会等
が行われます。また、実際に文化体験ができる体験
コーナーもあります。【前年開催日：11/2・3】

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
☎0895（42）0505
http://www.matsuno-sci.or.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。【前回中止】

松野町 11月下旬
まつの桃源郷駅伝の陣
第６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（森の国創生課内）
☎0895（42）1116
http://www.town.matsuno.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：12/4】

愛南町 11/3（金・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
☎0895（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
11/18（土）・
11/19（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　☎0895（85）1021
http://www.e-ainan.net/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 11/2（木）～
12/24（日）

県美術館企画展
「レオナルド・ダ・ヴィン
チと『アンギアーリの戦
い』展」

❶松山市・愛媛県美術館
❷愛媛県美術館　☎089（932）0010
http://www.ehime-art.jp/
bijyutukan@pref.ehime.ｌｇ.jp

レオナルドがミケランジェロと競演し、フィレンツェ
を舞台に取り組んだ幻の大作《アンギアーリの戦い》。
本展では、この未完の壁画の鋳を握る重要な板絵《タ
ヴォラ・ドーリア》を中心に、この美術史上の伝説の
背景をご紹介します。

松山市 11/4（土） 湯築市
❶道後公園
❷湯築城資料館　☎089（941）1480
http://dogokouen.jp/
info@dogokouen.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 11/4（土） 道後地区大清掃
❶道後公園
❷湯築城資料館　☎089（941）1480
http://dogokouen.jp/
info@dogokouen.jp

道後公園周辺の清掃ボランティアです。

松山市 11/4（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　☎089（941）1480
http://dogokouen.jp/
info@dogokouen.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
ほか

11/5（日）、
11/12（日）ほか

愛媛スポーツ・
レクリエーション祭2017

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
http://www.pref.ehime.jp/kyoiku/sports/
shinko/index.html
bunkasports@pref.ehime.lg.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 11/7（火） 平成29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
☎089（912）2960
http://ehime-c.esnet.ed.jp/jinken/index.html

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。

松山市 11月上旬
（予定）

平成29年度
人権ポスター展

❶愛媛県生涯学習センター（予定）
❷愛媛県教育委員会人権教育課
☎089（912）2962
http://ehime-c.esnet.ed.jp/jinken/index.html

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：
10/29～11/6】
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えひめイベントBOX132
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
November

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 11月上旬
（予定）計量クイズ

❶とべ動物園
❷とべ動物園　☎089（962）6000
http://www.tobezoo.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：11/3】

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　☎089（962）6000
http://www.tobezoo.com/

とべ動物園のアイドルであるアフリカゾウ「媛」の
11歳の誕生日を祝います。【前年開催日：11/6】

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　☎089（941）1480
http://dogokouen.jp/
info@dogokouen.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：10/31
～11/6】

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
☎089（963）3211
http://www.epsc.jp
info@eco-spo.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：11/7】

松山市 11/11（土）
（予定）ゲートボール大会

❶道後公園
❷湯築城資料館　☎089（941）1480
http://dogokouen.jp/
info@dogokouen.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：
11/12】

愛媛県 11/11（土）
（予定）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。

西予市 11/12（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　☎0894（62）6222
http://www.i-rekihaku.jp/

開館を記念して、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：11/12・13】

松山市 11月中旬
第55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、
精神障がい者やその家族に対する理解を深め、精神障
がい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 11月中旬 第6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
☎089（921）8344

福祉用具や住宅改造、介護ロボットに関する展示・
相談のほか、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月中旬
（予定）湯築城歴史塾

❶子規記念博物館
❷湯築城資料館　☎089（941）1480
http://dogokouen.jp/
info@dogokouen.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。

新居浜市 11月中旬
（予定）

平成29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
http://ehime-c.esnet.ed.jp/jinken/index.html

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：
11/16～11/24】

松山市 11/23（木・祝）湯築市
❶道後公園
❷湯築城資料館　☎089（941）1480
http://dogokouen.jp/
info@dogokouen.jp

道後公園内の子規記念博物館との共催イベントで、
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：
11/23】

松山市 11/26（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　☎089（932）0010
http://www.ehime-art.jp/
bijyutukan@pref.ehime.ｌｇ.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、創作ワークショップやコンサートな
ど、いろいろなイベントを開催します。
【前年開催日：11/27】

松山市 11月下旬
（予定）

平成29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
☎089（912）2930
http://ehime-c.esnet.ed.jp/shougai/index.html
shougaigaku@pref.ehime.lg.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：11/26・27】

西予市 11月下旬
（予定）

平成29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
☎089（912）2962
http://ehime-c.esnet.ed.jp/jinken/index.html

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：
11/26～12/4】

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：11/28】

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
☎089（912）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：11/14】

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
☎0898（48）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：11/20】
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イベントカレンダーBOX 133

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

12
月

イイ トト
カカ レレ ンンダダーー
ンンベベ

月
December

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

新居浜市 12/2（土） 三世代交流もちつき大会 祭
❶角野公民館玄関前
❷角野公民館
☎0897（43）4718

三世代が共に伝統行事を体験し、世代間交流を目的
に餅つきをします。ミカン餅、ヨモギ餅等珍しいお
餅もつきます。どうぞご参加ください。

新居浜市
12/2（土）～
12/4（月）
（予定）

第４回
新居浜市障がい者児
よいよＨＡＰＰＹな作品展

❶イオンモール新居浜（予定）
❷新居浜市地域福祉課
☎0897（65）1237

障害者週間に合わせて、障がいに対する理解を深め
ていただくため、市内で活躍する障がい者児が制作
した絵画や書道、陶芸などの作品を展示します。【前
年開催日：12/3～5】

新居浜市 12/9（土）
（予定）中萩ふゆまつり

❶すみれ保育園、土橋公園
❷すみれ保育園　☎0897（41）5039、
　中萩公民館　☎0897（41）6735

すみれ保育園で行われるイルミネーションを通じて、
校区住民が集い、交流できる場となるよう、冬まつ
りを開催します。【前年度開催日：12/10】

愛媛県
新居浜市

12/9（土）～
1/28（日）

県総合科学博物館企画展
「エネルギー体験ラボ」
（仮）

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
http://www.i-kahaku.jp/
kikaku@i-kahaku.jp

私たちの生活に深く関わっているエネルギーについ
て、エネルギーの変遷や種類ごとの特性等について、
体験装置などを使って紹介します。

新居浜市
12/10（日）～

1/5（金）
（予定）

イルミネーションライト
アップ
金栄ドリームツリー

❶金栄小学校体育館、グラウンド
❷金栄公民館
☎0897（33）3212

ドリームツリーの点灯式に合わせて、金栄ふれあい
広場が開催されます。体育館でのアトラクションの
ほか、婦人会手作りの美味しい豚汁・おにぎりもお
楽しみいただけます。市内外より多くの方にお越し
いただいています。【前年度開催日：12/11～1/6】

新居浜市
12月上旬～
2月下旬
（予定）

にぎわい商店街ライト
アップ

❶登道南商店街
❷新居浜登道南商店会
☎0897（32）3567（新居浜ジャンドール内）

別子銅山、新居浜の街、瀬戸内海をイメージした光の
トンネルイルミネーションを点灯し、商店街をライト
アップします。点灯初日には、オープニングイベント
も行います。

新居浜市 12/16（土）
（予定）

宮西校区三世代交流
福祉もちつき大会 祭

❶口屋跡記念公民館
❷口屋跡記念公民館
☎0897（32）8430

宮西小学6年生、PTA、老人会、自治会等でもちつき・赤
飯作り及び老人会指導で児童が積木遊びを行います。そ
の後地域の独居老人宅に赤飯と児童の手紙を添えて持っ
ていきます。三世代のふれあいを大切にした事業です。

新居浜市 12/23（土・祝）イルミネーションファンタジー
❶垣生公民館
❷垣生公民館
☎0897（45）0024

カウントダウンをしながらイルミネーション点灯式
を行います。来館者には温かい豚汁を配布します。

愛媛県
新居浜市

12/23（土・祝）～
12/25（月）

県総合科学博物館
クリスマスイベント

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
http://www.i-kahaku.jp/
kikaku@i-kahaku.jp

博物館のエントランス棟やプラネタリウムを美しく
幻想的にライトアップするほか、館内ではクリスマス
にちなんだ様々な楽しいイベントを開催します。

新居浜市
12月下旬～

2月中
（予定）

別子山の冬遊び 祭
❶オーベルジュゆらぎ
❷オーベルジュゆらぎ　☎0897（64）2220
http://besshiyama.com/yuragi/

冬季期間にご家族様に特別特典付きでご宿泊プラン
を行っております。別子山でそり滑り、雪合戦、炭
焼き体験などいかがでしょうか？無料送迎（要相談）
もいたします。

西条市 12/3（日）
（予定）丹原町産業まつり

❶西条市丹原総合支所東側駐車場周辺
❷西条市丹原総合支所農林水産課
☎0898（68）7300

午前午後の2回の餅投げ、つきたて餅の販売、農産
品の販売等に加え、新米、七草粥、味噌汁の試食、
バザー等を行います。【前年開催日：12/4】

西条市 12月下旬
（予定）

スノーカーニバル
in 石鎚

❶石鎚ピクニック園地
❷ スノーカーニバルin石鎚実行委員会（西条市観
光物産課）

☎0897（52）1446
http://www.city.saijo.ehime.jp/
kanko@saijo-city.jp

ソリ競争・宝探し・親子スキー&スノーボード教室
など、親子で楽しめるイベントが盛りだくさんです。
【前年開催日：12/25】

今治市 12/3（日）なみかた駅伝大会
❶波方町内一周コース
❷今治市波方地域教育課
☎0898（41）7111

今治市内の小学校対抗の駅伝大会です。波方町内を
１周するコース（13.193km）、8区間で行われます。
児童の体力向上と小学校間の親睦を図ります。

今治市 12/3（日） 第33回親子人形劇のつどい
❶今治市中央公民館
❷今治市中央公民館
☎0898（32）2892

子供たちに手づくりの温かさと生の感動を伝え、豊か
な情操を涵養し思いやりのある心を育てることを目的
とした人形劇です。今治の特産品タオルで手作りした
人形を使い、上演は人形劇グループ「人形芝居ひめ」
です。親子で参加できるミニゲームなども行います。

今治市 12/10（日）
（予定）第11回朝倉駅伝大会

❶朝倉中学校
❷今治市朝倉地域教育課
☎0898（56）2024

今治市および周辺市町の小学校・中学校及び一般か
ら参加のある駅伝大会です。朝倉中学校を中心とし
た周回コースで競われ、小学校の部は1660ｍ×6区
間、中学校・一般の部は1870ｍ×6区間で行われま
す。運動に対する意識の高揚や駅伝を通じて親睦を
深め合う大会です。【前年度開催日：12/11】

中
　
　
予

松山市
12/3（日）

（予備日：12/10
（日））

第16回
松山市民ペタンク大会

❶松山中央公園運動広場
❷松山市スポーツ振興課
☎089（948）6889

公民館対抗のペタンク大会です。

松山市 12月上旬
（予定）

第17回
坊っちゃんランランラン

❶松山中央公園
❷（公財）松山市体育協会
☎089（968）6660

ハーフ、10㎞、イチワリマラソンの部と松山市唯一
の車いすマラソンの部がある市民マラソン大会です。

松山市 12/15（金）
（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

俳人種田山頭火が一草庵に入庵した日を記念して、
遺品である鉄鉢などを特別に展示します。
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えひめイベントBOX134
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

12
月

イイ トト
カカ レレ ンンダダーー
ンンベベ

月
December

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 12/17（日）
（予定）

「キッズジョブまつやま
2017」
（仮）

❶松山市総合コミュニティセンター
❷松山市小中学校ＰＴＡ連合会
☎089（948）9351
（公財）松山市文化・スポーツ振興財団
コミュニティセンター文化振興課
☎089（909）6153

小中学生を対象とした職業・社会体験イベントを開
催します。

松山市 12月中旬
（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
http://www.cul-spo.or.jp/koukokan

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 12月中旬
（予定）

古代体験教室
「染物体験～きはだ染め～」

❶松山市考古館
❷松山市考古館　☎089（923）8777
http://www.cul-spo.or.jp/koukokan

植物（きはだ）を使って、手ぬぐいをオリジナルに
染めます。

松山市 12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松山市総合コミュニティセンターこども館
☎089（943）8228
http://www.cul-spo.or.jp/comcen/

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。

松山市
愛媛県

12月
（予定）

愛媛県・松山市連携事業
後期展「いにしへのえひ
め2017」講演会

❶松山市考古館
❷松山市考古館　☎089（923）8777
http://www.cul-spo.or.jp/koukokan

出展された展示資料（県内の遺跡や遺物）の時代性
や地域性に関する講演を行います。

松山市 12月～1月
（予定）

Dance Battle in 
Matsuyama vol.5

❶松山市民会館（予定）
❷松山市民会館　☎089（931）8181
http://www.cul-spo.or.jp/mcph/

若者に人気のストリートダンスの大会です。個人の
技を競うソロバトルと、チームで息の合ったダンス
を見せるコンテストの2部門を開催します。

伊予市
12/1（金）～
12/30（土）

（予定）
シーサイドロマンチック
クリスマス

❶ふたみシーサイド公園
❷シーサイドふたみ
☎089（986）0522

ふたみシーサイド公園内のイベントホールに5mのクリ
スマスツリーを飾りつけ、夕日のミュージアム全体・恋
人岬をイルミネーションでライトアップします。（予定）

伊予市 12/23（土・祝）
（予定）

空からサンタがやって
来る！

❶ふたみシーサイド公園
❷シーサイドふたみ
☎089（986）0522

パラグライダーで大空に飛び立ったサンタクロースが
シーサイド公園に舞い降りて、子どもたちにクリスマス
プレゼントを渡す夢いっぱいのイベントです。（予定）

砥部町 12月上旬
（予定）じねんじょまつり

❶道の駅ひろた「峡の館」
❷道の駅ひろた「峡の館」　☎089（969）2070
http://www.town.tobe.ehime.jp/site/tokaid
o53tugi/shikiibento.html

砥部町特産「じねんじょ」の販売、じねんじょ料理
の試食や生活改善グループによる加工品などの販売
を行います。【前年開催日：12/4】

南
　
　
　
　
予

内子町 12月
（予定）

小田川シクロクロス in 
うちこ大会

❶小田川河川敷
❷小田川シクロクロス in うちこ実行委員会
　（五十崎自治センター）
☎0893（43）1221

シクロクロスは、オフロードで行われる自転車競技です。
ジャンプ台などの障害を通過し、速さを競います。あけ
ぼの橋から豊秋河原までの約1.5㎞の周回コース（予定）。

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
☎0893（34）2974

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。

大洲市 12/16（土）
（予定）豊茂イルミテヤまつり

❶大洲市豊茂・豊茂ふれあい広場
　（旧豊茂小学校グラウンド）
❷大洲市豊茂公民館
☎0893（57）0303

ハンドベルの演奏や地元出身歌手のライブコンサー
ト、ゲーム大会などを実施します。あたたかい飲食
物も用意しております。

大洲市
12月中旬～
5月下旬
（予定）

観光いちご園
❶大洲市東若宮８－８・徳田いちご園
❷徳田いちご園　☎090（4335）2925
❶大洲市菅田町宇津甲（成見）・川本いちご園
❷川本いちご園　☎090（3784）0150

時間制限はありませんので、ゆっくり満足するまでい
ちご狩りを楽しむことができます。また腰の高さに
いちごがあるので、かがまずにいちご狩りができる
のが特徴です。

八幡浜市 12月下旬
（予定）

クリスマスオレンジフェ
スティバル2017
in 八幡浜みなっと

❶八幡浜みなっと
❷クリスマスオレンジフェスティバル実行委員会
☎0894（21）3710

新しい八幡浜のクリスマスイベントとして平成25年
度から開催しています。八幡浜の地をクリスマスオ
レンジの聖地化を目指し、みかんをより多く消費し
ていただくと同時に価値を高め、地元に住む住民の
皆さんから八幡浜の魅力を発信していくものです。

八幡浜市 12月下旬
（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
12月上旬～
1月中旬
（予定）

佐田岬しあわせイルミ
ネーション点灯

❶伊方町湊浦・伊方中学校
❷伊方町産業建設課観光商工室
☎0894（38）0211（代表）
☎0894（38）2657
http://www.town.ikata.ehime.jp/

豊かで明るいまちづくりを願って伊方中学校周辺で
灯されるイルミネーション。今年も伊方の町に柔ら
かな明かりが彩りを添えます。
【前年開催日：12/2～1月中旬】

西予市 12/3（日）
（予定）

宇和文化の里中高齢者・
女子駅伝大会

❶宇和町卯之町周辺宇和文化の里コース
❷西予市文化体育振興課
☎0894（62）6416

県内より中高齢者（40歳以上）・女子チームが参加。
中高齢者は一区間5㎞・3㎞コース（5区間21㎞）で、
女子は一区間5㎞・3㎞コース（5区間17㎞）で健脚
を競います。

西予市 12月中旬
（予定）

第14回
西予市駅伝競走大会

❶西予市
❷西予市文化体育振興課
☎0894（62）6416

西予市体育協会主催事業。会場を5町で持ち回りと
なっており、毎年コースも違い開催町の特徴ある運
営が行われています。

西予市 12月下旬 土居家冬の餅つき
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、昔ながらの正月を迎えるため、地元
の人と共同で門松、しめ縄づくり、もちつきなどを行
います。来訪者にはつきたての餅を食してもらいます。
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イベントカレンダーBOX 135

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

12
月

イイ トト
カカ レレ ンンダダーー
ンンベベ

月
December

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

西予市 12月下旬～
1月上旬 わらぐろライトアップ

❶宇和町西山田
❷石城公民館
☎0894（62）9445

宇和の盆地の冬景色「わらぐろ」をライトアップし
幻想的な世界を演出。写真愛好家により撮影された
写真は4月上旬の「わらぐろ写真展」に展示されます。

宇和島市 12/10（日）どぶろく祭り「蔵出しNASSO祭2017」
❶津島町岩松
❷NASSO祭実行委員
☎0895（32）2409

地元まちづくり団体「岩松町並み保存会」が設立した
企業組合いわまつのおっさん（ossan）達が、手間暇
かけて作ったどぶろく「なっそ（nasso）」を販売する
ほか、屋台、ステージショーなどが開催されます。

宇和島市 12/23（土・祝）第41回吉田町マラソン大会
❶吉田町内
❷宇和島市吉田支所吉田教育係
☎0895（49）7098

車椅子・親子・小学校・中高校生・一般のクラスに
約500名が参加します。

愛媛県
宇和島市

12月
（予定）技能市場なんよ

❶宇和島高等技術専門校
❷宇和島高等技術専門校
☎0895（22）3410

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。
【前年開催日：12/11】

鬼北町 12月上旬 山芋まつり
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
http://www.sankaku-boushi.com/

鬼北地区で採れた山芋をはじめ特産品の販売をしま
す。

松野町 12月下旬 かごもり市場歳末大感
謝祭

❶道の駅虹の森公園まつの
❷道の駅虹の森公園まつの
☎0895（20）5006

日頃のご愛顧に感謝してかごもり市場がお届けする
感謝祭。つきたて杵つき餅の販売や空くじなしのガ
ラポン抽選会などたくさんの催しで盛り上がります。
【前年開催日：12/25】

愛南町 12/5（火）
（予定）正木の花とり踊り 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
☎0895（73）1111
http://www.town.ainan.ehime.jp/

毎年旧暦10月18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 12/16（土）
（予定）

パールイルミネーション 
in DE・あ・い

❶愛南町DE・あ・い・21
❷内海公民館
☎0895（85）1021

イルミネーションの点灯式から始まり、ゲーム大会
や出店など楽しい催し物あり。R56号沿線のDE・あ・
い・21に1万個の光が灯り、内海の夜を飾ります。

愛
　
媛
　
県

松山市
12/2（土）～
3/11 （日）
（予定）

愛媛人物博物館冬季企
画展

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

愛媛県ゆかりの偉人・賢人について、常設展示では
紹介できない魅力的で学術的にも意義深い内容の展
示を行います。

松山市 12月上旬
（予定）

えひめ男女共同参画フェ
スティバル

❶松山市・愛媛県男女共同参画センター
❷（公財）えひめ女性財団　☎089（927）5111
http://www.ehime-joseizaidan.com/

男女共同参画社会の実現に向けて、講師を招き講演
会を開催。また県内女性団体等による自主企画イベ
ント、展示、即売会などを実施します。【前年開催日：
12/3・4】

宇和島市 12月上旬
（予定）

人権啓発講座（南予地
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：12/6】

砥部町 12月初旬
（予定）

ホッキョクグマピースの
誕生会

❶とべ動物園
❷とべ動物園　☎089（962）6000
http://www.tobezoo.com/

とべ動物園のアイドルであるピースの18歳の誕生日
を祝います。【前年開催日：12/4】

松山市 12月中旬
（予定）湯築城歴史塾

❶子規記念博物館
❷湯築城資料館　☎089（941）1480
http://dogokouen.jp/
info@dogokouen.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 12月中旬
（予定）

えひめ自助・共助推進大
会

❶ひめぎんホール（予定）
❷愛媛県防災危機管理課
☎089（912）2335（直）

県下各地域の防災士や自主防災組織関係者、防災に
関心のある県民等が一堂に会し、県全体の自助・共
助の推進を図るため、講演会や活動事例発表などを
実施します。【前年開催日：12/16】

愛媛県
12月中旬

（予定（えひめ防
災週間の間））

シェイクアウトえひめ
❶愛媛県下全域
❷愛媛県防災危機管理課
☎089（912）2335（直）

南海トラフ地震の発生に備え、県下一斉に、その場
で１分間程度、身を守るための行動をとる県民総ぐ
るみ地震防災訓練「シェイクアウトえひめ」を実施
します。【前年開催日：12/19】

松山市 12/24（日）門松づくり講座 祭
❶道後公園
❷湯築城資料館　☎089（941）1480
http://dogokouen.jp/
info@dogokouen.jp

門松づくりを通じて日本のよき伝統を学びます。湯
築城跡（道後公園）で開催します。【前年開催日：
12/25】

砥部町 12/28（木） 干支送り 祭
❶とべ動物園
❷とべ動物園　☎089（962）6000
http://www.tobezoo.com/

今年の干支動物から来年の干支動物へしめ縄飾りの
バトンタッチが行われます。

砥部町 12月下旬
（予定）クリスマスイベント 祭

❶とべ動物園
❷とべ動物園　☎089（962）6000
http://www.tobezoo.com/

カバへクリスマスケーキのプレゼントを行います。
先着50名の方にはケーキの飾りつけに参加して頂き
ます。

宇和島市 12月
（予定）訓練まつり

❶宇和島高等技術専門校
❷宇和島高等技術専門校
☎0895（22）3410

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：12/11】

イ
ベ
ン
ト
カ
レ
ン
ダ
ー



えひめイベントBOX136
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

１
月

イイ トト
カカ レレ ンンダダーー
ンンベベ

月
January

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

愛媛県
新居浜市

1/2（火）・
1/3（水）

県総合科学博物館
新春イベント

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
http://www.i-kahaku.jp/
kikaku@i-kahaku.jp

お正月ならではの楽しい実験・工作イベントを開催
します。

新居浜市 1/8（月・祝）とうどおくり 祭
❶大島海岸
❷大島交流センター
☎0897（45）1006

成人の日にあわせ、門松、笹、注連縄などを集め、
高さ12mもある「とうど」さんを作り次々に燃やす
大島伝統行事です。

新居浜市 1/9（火） 七草がゆ 祭
❶角野公民館
❷角野公民館
☎0897（43）4717

角野小学校生・保育園生・公民館サークルの皆さ
ん・来館者の方等、七草がゆを食べて一年の無病息
災を願います。700食作ります。

新居浜市 1/14（日）
（予定）とうどおくり 祭

❶国領川上部河川敷左岸
❷角野公民館
☎0897（43）4717

国領川河川敷において、とうど送りをします。角野
中学生、保護者、公民館環境部が中心になり竹の切
り出しをし、とうどを組み立てます。7メートルの高
さになります。当日は9時から神事を行います。甘酒
のふるまいもあります。どうぞご参加ください。【前
年開催日：1/15】

新居浜市 1/20（土） 修業のつどい
❶新居浜市民文化センター中ホール
❷新居浜市生涯学習センター
☎0897（33）2991
http://www.city.niihama.lg.jp/

第一部：式典
第二部：各講座の学習成果発表
第三部：講演

新居浜市 1月中旬 宇高地区とうど祭り 祭
❶宇高二丁目３番地付近
❷高津公民館
☎0897（32）3320

宇高青年団が門松・注連縄・藁などを燃やし、今年
一年の無病息災を祈念します。【前年開催日：1/10】

新居浜市 1月中旬 沢津地区とうど祭り 祭
❶サークルＫ宇高店から200m南側付近
❷高津公民館
☎0897（32）3320

沢津青年団が門松・注連縄・藁などを燃やし、今年
一年の無病息災を祈念します。【前年開催日：1/11】

新居浜市 1月中旬
（予定）新居浜凧あげ大会

❶マリンパーク新居浜多目的広場
❷新居浜市教育委員会社会教育課
☎0897（65）1300

親子のふれあい、世代間交流、職場等仲間の交流の
場として、1月の風物詩である凧あげを実施します。
【前年開催日：1/15】

新居浜市 1月下旬の日曜日
（予定）はまさいフェスティバル

❶銅夢にいはま・昭和通り・登り道商店街
❷新居浜商店街連盟
☎0897（37）6677

まちなかのにぎわい再生や地域の活性化に取り組む
一環として、毎年恒例の「はまさいフェスティバル」
を開催します。産直市場「銅夢MARKET」の開場や
ご当地グルメの出展、本マグロ解体ショー、「スイー
ツコレクション2018」、スタンプラリーなど盛りだく
さんの内容です。【前年開催日：1/15】

西条市 1/1（月・祝）初笑い 祭
❶丹原町・磐根神社
❷磐根神社
☎0898（73）2125（渡辺昭美）

集落より集まった人々が、神事のあと一同神酒をく
み交わし、世話人の音頭で一斉に声を張り上げ、
「ワッハッハッ」と三度の大笑いを繰り返し、一年間
の幸せを祈ります。

西条市 1/7（日）
（予定）七草粥ふるまい

❶Ｊ Ｒ伊予西条駅前、ＪＡ西条ときめき水都市本店、
みのりちゃん市場

❷ＪＡ西条営農振興課
☎0897（56）9000

全国トップクラスの出荷量を誇る「西条の七草」。環
境庁選定の「名水百選」にも選定された「うちぬき」
と呼ばれる豊富な自噴地下水を栽培・収穫後の水洗
い等に利用しています。新鮮な七草と西条産米を「う
ちぬき」で炊いた七草粥は西条市の新春を彩る風物
詩です。

西条市 1月上旬
（予定）とうどうさん 祭

❶小松町地区内
❷西条市小松総合支所総務課
☎0898（72）2111

全国的には「どんど焼き」と言った方が分かりやす
いかもしれません。竹とわらで作られたとうどうさん
に、正月のしめ飾りなどで飾り付け、この1年の五穀
豊穣、無病息災を願って燃やします。
【前年開催日：1/15】

西条市 1月中旬 西条市うちぬきマラソン
大会

❶西条市ひうち陸上競技場と周辺特設コース
❷西条市スポーツ健康課
☎0897（56）5151

ハーフマラソンの部など、全18部門のマラソン大会。
小学生～一般の部まで毎年約1,200人が参加してい
ます。【前年開催日：1/15】

今治市 1/7（日）
（予定）大島一周駅伝大会

❶宮窪町、吉海町、各町内
❷石文化運動公園（宮窪地域教育課）
☎0897（86）2456

昭和28年から毎年開催される伝統行事で、参加チー
ムが一般の部、高校の部、中学校の部に分かれ、約
30㎞、7区間で健脚を競います。
【前年度開催日：1/8】

今治市 1/7（日）
（予定）客天神社弓祈祷 祭

❶朝倉上・客天神社
❷今治市朝倉支所産業建設課
☎0898（56）2500

江戸時代に始まったという弓祈祷。弓祈祷は「弓放し」
ともいい、瀬戸内海沿岸地方に今も残る神事です。
朝倉客天神社の周辺には、帰農した武士が多く、か
つての武士の姿を忘れないようにと行われており、
３人の射手が弓を放ち、五穀豊穣や無病息災を祈り
ます。【前年度開催日：1/8】

今治市
1/14（日）
（予定）

（1月第2日曜日）
大根だき 祭

❶野間寺
❷野間寺
☎0898（22）5592

地元特産の野間大根を炊き上げ、無病息災、家内安
全などを願う参拝者に振舞う新春行事です。
【前年度開催日：1/8】

今治市 1/14（日） 波方半島駅伝大会
❶波方町内一周コース
❷今治市波方地域教育課
☎0898（41）7111

①持久走による心身の鍛錬と健康づくりをめざします。
②交通安全の意識の高揚に努めます。
③市民の運動に対する意識を高め、スポーツを通じ
てコミュニティづくりを図ります。
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イベントカレンダーBOX 137

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

１
月

イイ トト
カカ レレ ンンダダーー
ンンベベ

月
January

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 1月中旬
（予定）とんど焼き 祭

❶伯方町・喜多浦八幡神社
❷喜多浦八幡神社社務所
☎0897（73）0634

地区の人々が境内に集まり、正月の注連縄やお札な
どを燃やします。参拝者には、この年41歳の厄年の
人達によって、酒やぜんざいが振る舞われます。
【前年度開催日：1/15】

今治市 1月中旬
（予定）

アグリフェスタ“2018”
ふるさと品評会

❶JA伯方支店選果場
❷JAグリーン伯方（伯方営農生活センター）
☎0897（72）0908

1.5次産業製品等の展示・即売並びに品評会を行いま
す。また、中学生による産業・米消費拡大事業のPR
ポスター展もあります。【前年度開催日：1/15】

今治市 1月
（予定）かわらぬ愛きくま2018

❶緑の広場公園運動場
❷今治市菊間支所産業建設課
☎0898（54）3450

｢エネルギーと瓦とみかん」をテーマに繰り広げられ
るイベントです。石油備蓄の紹介、瓦ドミノ、子供
鬼みこしの練り歩き、瓦の手形づくり、果実の品評会、
お供馬乗馬体験などのイベントが目白押しです。ま
た、各種バザー、青空市が開かれます。
【前年度開催日：1/15】

上島町 1/1（月・祝）第51回新春走り初め大会

❶生名島：生名体育館～立石山
❷上島町教育委員会
☎0897（77）2128
http://www.town.kamijima.lg.jp/

瀬戸内の海岸沿いを走り、標高138.8mの立石山に
登って初日の出を見ます。その後、生名八幡神社に
おいてお祓いを受け、今年一年の健康を祈願します。

上島町 1月初旬～中旬
（予定）弓祈祷、とんど 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
http://www.town.kamijima.lg.jp/

五穀豊穣、悪魔退散を祈願し8間（15m）先の鬼と
書かれた的に向かい矢を放つ弓祈祷。とんどは、町
内各地区で門松・しめ飾り・古いお札を集めて櫓を
組み、燃やす行事で、その煙にあたると1年中無病息
災で過ごすことができるといわれています。

上島町 1/14（日）
（予定）

第61回
上島町ゆめしま海道
駅伝大会

❶ 生名地区、弓削地区全域（スタート：海光園、
せとうち交流館、ゴール：せとうち交流館）

❷上島町教育委員会　☎0897（77）2128
http://www.town.kamijima.lg.jp/

第55回大会から、新コースに変更。小学生、中高女
子の部全6区間、中学、高校、一般の部全6区間で行
われ、近隣市町村から多くのチームが参加し、健脚
を競います。

中
　
　
　
　
予

松山市 1/1（月・祝） 新春城山登山マラソン
❶松山城山公園
❷（公財）松山市体育協会
☎089（968）6660

元日恒例の城山を登るマラソン大会です。

松山市 1/1（月・祝）～
1/3（水）

開運！ 初登城
お城のお正月 祭

❶松山城山頂広場
❷松山城総合事務所
☎089（921）4873

若水くみ・天守の開き初め・みかんジュース鏡開き・
書き初め・正月遊び道具などの貸し出しなどが行わ
れます。

松山市 1/4（木） 松山市年賀交歓会 祭
❶松山市総合コミュニティセンター
❷松山市秘書課　☎089（948）6200
　松山市議会事務局総務課　☎089（948）6646

参加者の交歓と新年の式典が行われます。

松山市 1/7（日）・
1/8（月・祝）初子祭（はつねさん） 祭

❶湯神社・道後温泉駐車場
❷道後温泉地域振興会
☎089（931）5856

神符焼上祭、福入餅まき、福引、足湯ほかが行われ
ます。

松山市 1/15（月） 松山城誕生記念日
❶松山城山頂広場
❷松山城総合事務所
☎089（921）4873

もちつき大会ほかが行われます。

松山市 1/19（金）
（予定）松山市人権教育研究会

❶ 松山市総合コミュニティセンターキャメリアホー
ルほか

❷松山市人権教育推進協議会
☎089（948）6604
jinkenkeihatu@city.matsuyama.ehime.jp

分科会は人権課題ごとに分かれて研究討議、全体会
では講演会を行うほか、各種団体の活動紹介等のパ
ネル展を行います。

松山市 1月中旬
（予定）

地球人まつり in
まつやま・えひめ2018

❶松山市総合コミュニティセンター・
　企画展示ホール１階、２階
❷まつやま国際交流センター　☎089（943）2025
　愛媛県国際交流センター　☎089（917）5678

市民と松山在住外国人のみなさんとの楽しい交流イ
ベントが行われます。

松山市
1月中旬～

3月上旬（全８回）
（予定）

ゴスペル教室
（第３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 1月下旬
（予定）

松山子ども芸能
文化大会

❶松山市青少年センター（予定）
❷松山市青少年育成市民会議
☎089（907）7826
http://mbyc.jp/

市内の学校や地域で、水軍太鼓や獅子舞等の伝統芸
能並びに、吹奏楽やダンス等の文化活動に取り組む
小中学生が日ごろの成果を発表します。

松山市 1月下旬
（予定）

第12回松山市
青少年育成市民大会

❶松山市青少年センター（予定）
❷松山市青少年育成市民会議
☎089（907）7826
http://mbyc.jp/

青少年の健全育成をテーマとした、講演、ロビー展示、
分科会等を開催します。

松山市 １月下旬
（予定）松山市消防出初式 祭

❶堀之内公園内
❷松山市消防局地域防災課
☎089（926）9229

市民と消防関係団体が一堂に会し、式典や消防職員
による訓練、消防団員による古典竹梯子やアトラク
ションなどを行います。

松山市
1月下旬～
2月下旬
（予定）

冬季子規塾
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
http://sikihaku.lesp.co.jp/

有識者による子規や近代文学についての講演会を行
います。
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えひめイベントBOX138
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

１
月

イイ トト
カカ レレ ンンダダーー
ンンベベ

月
January

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 1月
（予定）秋山好古祭

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
http://www.sakanouenokumomuseum.jp/

小説『坂の上の雲』の主人公の一人秋山好古の生誕
を記念し、コンサートなどのイベントを開催します。

松山市 1月
（予定）

第19回
コムズフェスティバル

❶松山市男女共同参画推進センター（コムズ）
❷（公財）松山市男女共同参画推進財団
☎089（943）5777

男女共同参画に関する見識をもつ講師による基調講
演やシンポジウムをはじめ、市民参画による分科会、
映画上映会など多様なイベントを実施します。

松山市 1月～3月
（予定）特別展（仮）

❶松山市考古館
❷松山市考古館
☎089（923）8777
http://www.cul-spo.or.jp/koukokan

東京国立博物館等から重要文化財を含む考古遺物を
借用し展示します。松山ゆかりの遺物の里帰りも予
定しています。

松山市 1月
（予定）

特別展（仮）
講演会①

❶松山市考古館
❷松山市考古館
☎089（923）8777
http://www.cul-spo.or.jp/koukokan

東京国立博物館等から借用展示する重要文化財を含
む考古遺物に関する専門研究者による講演会です。

松山市 1月下旬
（予定）

特別展（仮）
展示解説会

❶松山市考古館
❷松山市考古館
☎089（923）8777
http://www.cul-spo.or.jp/koukokan

展示会を楽しく鑑賞するための、一般の方を対象と
した解説会です。

東温市 1/7（日） 七草がゆを食べる集い
❶川内公民館
❷川内公民館・花づくりボランティアの会
☎089（966）4721

新年の無病息災を願って春の七草を食べる行事で、
子どもから大人まで自由に参加いただけます。
参加無料。無料駐車場もあります。

東温市 1/14（日） 駅伝大会
❶東温市茶堂公園及び周辺コース
❷東温市生涯学習課
☎089（964）1500

小学校4年生以上の小学生の部、中学生の部、高校
生の部、一般の部の4部門で争う東温市体育協会と
東温市スポーツ少年団が開催する駅伝大会で、市内
外問わず参加できます。

伊予市 1月第２土・日曜日
（予定）

シーサイド
初春水仙花祭り

❶ふたみシーサイド公園
❷シーサイドふたみ
☎089（986）0522

シーサイド公園広場で、水仙の鉢植えや切花の展示
即売を行います。あったかいよもくれ団子汁（つみ
れ汁）やぜんざいが人気です。水仙の花は、豊田漁
港近くにある水仙畑で2月まで楽しめます。（予定）

伊予市 1/28（日） 第12回伊予市駅伝大会
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

地域間の交流を目的として、市内コースを8区間、
15.40kmで競います。

南
　
　
　
　
予

大洲市 1/8（月・祝）
（予定）大洲市寒中水泳大会

❶大洲市・柚木如法寺河原
❷大洲市中央公民館
☎0893（57）9994

新春を寿ぐとともに新成人の前途を祝福するため、
幼児から高齢者まで一般参加者による寒中水泳や大
学生による水書・日傘、会員による日本泳法（主馬
神伝流泳法）披露などを行います。飛び入り参加可
能です。

大洲市 1/8（月・祝）～
1/11（木）えびすまつり 祭

❶大洲市・大洲神社
❷大洲神社社務所
☎0893（24）3683

まつり期間中には、笹飾りなどの露店が立ち並び商
売繁盛を願い近隣から多くの参拝者が訪れます。ま
た1月10日の本えびすには、福入り餅まきなどイベン
トもあります。

大洲市 1/31（水）
締切

肱川あらし
フォトコンテスト

❶大洲市長浜
❷肱川あらし実行委員会
　（大洲市観光協会長浜支部内）
☎0893（52）1111

肱川あらしをテーマにしたフォトコンテストを開催し
ます。

西予市 1月上旬
（予定）明浜町新春駅伝大会

❶明浜町田之浜～俵津間
❷西予市明浜教育課
☎0894（64）1291

中学生から一般までのランナーが田之浜小学校から
俵津公民館までのリアス式海岸に沿ってタスキをつ
ないでいきます。

西予市 1月上旬 どんど焼き 祭
❶城川町川津南・今田
❷高川公民館
☎0894（83）1001

門松、しめ飾り、古いお札を集めて焼く行事で、そ
の煙にあたると1年中無病息災で過ごすことができる
と言われています。

西予市 1月上旬 土居家七草粥
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、一年の無病息災を願って、七草粥
がふるまわれます。

西予市 1月中旬 三瓶町内マラソン大会・
三瓶町内駅伝大会

❶三瓶町朝立三瓶町文化会館
❷西予市教育委員会三瓶教育課
☎0894（33）2470

マラソン大会：小学生から一般まで各部門でタイム
を競います。一般完走グループは体力づくりを目的
とし、みんなの力で完走を目指します。
駅伝大会：各種別男女とも5区間でタスキをつなぎ
ます。

西予市 1月下旬 野村駅伝大会
❶野村町野村西予市野村児童館前グラウンド
❷西予市教育委員会野村教育課
☎0894（72）1117

地区内の各種団体や体育協会会員等が小・中・高校
生6区間、一般女子4区間、一般男子7区間で、タイ
ムを競います。

西予市
1月下旬～
2月上旬
（予定）

産業文化祭

❶明浜町内各公民館
❷西予市明浜町俵津公民館  ☎0894（65）0001
　狩江公民館　☎0894（65）0301
　高山公民館　☎0894（64）1292
　田之浜公民館　☎0894（64）1620

各公民館が、地域の産業、文化の振興を図るため柑
橘の品評会や幼児から高齢者までの個人、グループ
が作品展示、バザーなど各地域の趣向を凝らし開催
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

１
月

イイ トト
カカ レレ ンンダダーー
ンンベベ

月
January

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 1/2（火） 定期闘牛大会正月場所 祭
❶宇和島市・市営闘牛場
❷宇和島市観光協会
☎0895（22）3934
http://www.tougyu.com/

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。

愛媛県
宇和島市

1/2（火）～
1/5（金）

南楽園幸迎祭
（新春サービス） 祭

❶津島町・南楽園
❷南楽園　☎0895（32）3344
http://www.nanreku.jp/
nanreku@nanreku.jp

1年間の御礼と新年のご挨拶を兼ねて新春サービス
を行います。

愛媛県
宇和島市 1/7（日） 新春七草粥の集い 祭

❶津島町・南楽園
❷南楽園　☎0895（32）3344
http://www.nanreku.jp/
nanreku@nanreku.jp

1年間の無病息災を願い、里の家にて七草粥の集い
を開催。七草粥、お餅、焼き芋などを来園者に振る
舞います。餅つき体験可。（11：00～13：00）

宇和島市 1/10（水） 十日戎 祭
❶吉田・住吉神社境内
❷安藤神社
☎0895（52）4072

午前3時頃より参拝者が訪れます。境内で福笹を買っ
て一年間の商売繁盛家内安全を祈ります。また、甘
酒・うどんがふるまわれます。

宇和島市 1月中旬 第65回
南予マラソン大会

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

南予地域の住民を対象としたマラソン大会。壮年・
一般・高校・中学など12部門（3～10㎞）で実施さ
れます。

宇和島市 1月下旬
（予定）

津島しらうお＆
産業まつり

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

しらうおのおどり食いをはじめ各種郷土料理の販売、
特産品の即売、魚の浜値市、もちまきや体験しらう
お漁など各種アトラクションが催されます。

鬼北町 1/7（日）
（予定）

第28回
子泣かし天狗祭

❶鬼北町近永・広見体育センター
❷鬼北町教育委員会
☎0895（45）1111
http://www.town.kihoku.ehime.jp/soshiki/
soumu/event-hiromi.html

鬼ヵ城に住む想像上の怪物天狗が、天狗の持つと言
われる神通力で、鬼北の里の子どもたちの健康と幸
福を祈願します。

鬼北町 1/14（日）
（予定）

第14回
鬼北町駅伝競走大会

❶鬼北町近永・広見体育センター
❷鬼北町教育委員会
☎0895（45）1111

鬼北町役場日吉支所から鬼北町役場本庁まで、全長
21.4kmのコースを7人の選手で走る駅伝の部と
2.2kmの小学生マラソン、オープン、ファミリーマ
ラソンなどがあります。

愛南町
1月下旬または

2月上旬
（予定）

ぎゅぎゅっと愛南！冬の陣
～海と山を喰らう～（仮称）
【旧うまいもん市inあい
なん】

❶愛南漁協御荘支所（新施設）
❷ 愛南食のイベント実行委員会（愛南町商工観光課）
☎0895（72）7315

愛南町の冬の味覚であるかきをはじめ、愛南町のう
まいもんが楽しめるイベントを開催します。かきの
食べ放題（有料）やかき鍋の無料サービスなど、特
産のかきを堪能できる企画が目白押しです。さらに、
ヒオウギ貝、寒ブリなどの海の幸や、郷土料理、農
産物等の販売もあります。（予定）

愛
　
媛
　
県

西予市 1/2（火）・
1/3（水）

県歴史文化博物館
新春イベント

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
http://www.i-rekihaku.jp/

ご家族で楽しめるお正月ならではの楽しいイベント
を開催します。【前年開催日：1/2・3】

砥部町 1/2（火）・
1/3（水）お年玉プレゼント 祭

❶とべ動物園
❷とべ動物園　☎089（962）6000
http://www.tobezoo.com/

午前9時の開園から先着300名にお年玉プレゼントが
あります。

砥部町 1/3（水） 新春もちつき 祭
❶とべ動物園
❷とべ動物園　☎089（962）6000
http://www.tobezoo.com/

正月を味わっていただくためもちつきを実施し来園
者にふるまいます。

松山市 1/13（土）～
3/25（日）

県美術館企画展
「生誕200年記念　沖冠
岳と江戸絵画展」

❶松山市・愛媛県美術館
❷愛媛県美術館
☎089（932）0010
http://www.ehime-art.jp/
bijyutukan@pref.ehime.ｌｇ.jp

沖冠岳（1817～1878）は、江戸時代後期の今治に
生まれ、京で画道を修業し、江戸の文人画壇で活躍
した画家です。本展は、冠岳の生誕200年を記念し、
その知られざる画業の全貌を明らかにします。冠岳
の主要な作品とともに、今治の山本雲渓など師や友
の作品も交えて、幕末明治の動乱期に伊予出身者た
ちが見せた活躍を紹介します。

松山市 1月中旬
（予定）湯築城歴史塾

❶子規記念博物館
❷湯築城資料館　☎089（941）1480
http://dogokouen.jp/
info@dogokouen.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
宇和島市

1/27（土）～
3/4（日） 南楽園梅まつり

❶南楽園
❷南楽園　☎0895（32）3344
http://www.nanreku.jp/
nanreku@nanreku.jp

約160本の梅の見頃に合わせて「梅見茶屋」を設け、
梅茶の無料サービスや梅の盆栽の展示即売をはじめ
「もちまき」などの催し物を行います。

愛媛県 1月下旬
（予定）

愛顔感動ものがたり表
彰式イベント

❶ひめぎんホール
❷愛媛県文化・スポーツ振興課
☎089（912）2972
http://www.pref.ehime.jp/
bunkasports@pref.ehime.lg.jp

全国各地から応募のあった作品のうち、受賞した「愛
顔あふれる感動のエピソード」及び「写真」を朗読
やスライド紹介等によって披露するイベントを開催
します。

松山市 1月下旬 えひめ・みかん祭り
❶伊予鉄高島屋〔松山市〕（予定）
❷愛媛県農産園芸課
☎089（912）2566

かんきつ果実コンクール、かんきつ類・加工品の即
売、新しいかんきつの展示、お楽しみゲームほか催
されます。
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えひめイベントBOX140
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

２
月

イイ トト
カカ レレ ンンダダーー
ンンベベ

月
February

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

愛媛県
新居浜市

2/3（土）・
2/4（日）
（仮）

県総合科学博物館
「わくわくサイエンス広
場」

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
http://www.i-kahaku.jp/
kikaku@i-kahaku.jp

親子で一緒に実験や工作を体験することで、科学
の楽しさを感じてもらう参加体験型の科学イベント
です。実験や工作をとおして親子の交流を図るとと
もに、地元企業や学校等の出展者の交流を深める
機会を提供します。

新居浜市 2/9（金）
（予定）第25回ふぐ供養祭 祭

❶新居浜漁業協同組合（沢津漁港）
❷新居浜料理飲食業協同組合
☎0897（33）3920
http://www.h6.dion.ne.jp/̃ryoin/

新居浜発祥のふぐ料理「ふぐざく」の素材となって
いる“ふぐ”に感謝する神事やふぐの放流などが行
われます。【前年開催日：2/9】

新居浜市 2/16（金）～
2/21（水）

「とうど祭り」写真コンテ
スト

❶大島交流センター
❷大島交流センター
☎0897（45）1006

大島に古来より伝わる伝統行事を知ってもらい、大
島に足を運んでもらうためのイベントです。

愛媛県
新居浜市

2/24（土）～
4/8（日）

県総合科学博物館企画展
「案外すんでる！身近な生
き物」（仮）

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
http://www.i-kahaku.jp/
kikaku@i-kahaku.jp

博物館周辺に広がる里地・里山で観察できる動物
や昆虫について、標本や写真を用いて紹介します。

愛媛県
新居浜市

2/24（土）～
4/8（日）

県総合科学博物館企画展
「ホネホネミュージアム」
（仮）

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
http://www.i-kahaku.jp/
kikaku@i-kahaku.jp

体内にあり普段は観察の困難な骨格について、様々
な動物の骨格標本を用いて、その仕組みや働きにつ
いて紹介します。

西条市
２月下旬～

３月初旬の日曜日
（予定）

梅まつり

❶西条市市民の森
❷西条市観光物産課
☎0897（56）5151
http://www.city.saijo.ehime.jp/
kanko@saijo-city.jp

市内を一望できる市民の森で観梅しながらの野点、
餅・生姜湯サービス等を行います。川柳・俳句・短
歌大会も行われます。【前年開催日：2/26】

今治市 2/3（土） 遍照院節分会厄除大祭 祭
❶遍照院
❷遍照院
☎0898（54）3128

弘法大師ゆかりの同寺において、護摩大祈祷、町内
61歳（還暦）男女による餅まき、町内42歳（厄年）
男性による鬼瓦みこしが繰り出し賑わいます。

今治市 2/4（日）
（予定）第11回今治総合芸能祭

❶今治市中央公民館
❷今治市文化振興課
☎0898（36）1608

異なる分野の文化団体がコラボして多彩な舞台発
表をします。【前年度開催日：2/5】

今治市 2月上旬
（予定）

玉川湖畔の里
「猪（しし）鍋まつり」

❶玉川湖畔の里
❷玉川湖畔の里
☎0898（55）3092

玉川地域の猪汁の無料サービスがあります。また、
季節ならではの新鮮な野菜や、素朴で美味しいお
漬物などが並びます。【前年度開催日：2/5】

今治市 2月第2土曜日
（予定）

早津佐神社弓祈祷
（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

島内から選ばれた若い男8人が2組に分かれて、的
まで弓の長さの8倍の距離の所から、射場所を変え
ながら、交代で矢を射ます。【前年度開催日：
2/11】

今治市 2/11（日・祝）姫子島神社弓祈祷（岡村島） 祭
❶姫子島神社にて朝9時から夕方4時頃まで
❷今治市関前支所産業建設課
☎0897（88）2111

古式ゆかしい儀式にのっとり、まずは神官が東西南
北・天地に向かい矢を射る動作をして悪魔祓いをし
た後、約15m（8間）先の鬼と書かれた的に第一矢
を放ちます。つづいて6名ずつに分かれた射手の衆
2組（射太郎組・大関組）が古式にのっとって、交
互に矢を射放ちます。三度弓の式・二十五度目式・
綱ほり的・当家の扇・金的・余興的・ツヅ・射止の
扇・鼠的。【射止の扇は、大関（射手衆頭）のみ】

今治市 2/11（日・祝）
（予定）弓放し 祭

❶伯方町・喜多浦八幡神社
❷喜多浦八幡神社社務所
☎0897（73）0634

五穀豊穣や悪魔退散を祈願し、境内につくられた弓
場で8間（約15m）先の魔と書かれた的に向かい、
少年射手が矢を放ちます。【毎年建国記念日の日に
行います。】

今治市 2/11（日・祝）波方綱引き大会
❶波方町体育館
❷今治市波方地域教育課
☎0898（41）7111

波方小学校の部、北郷中学校の部、一般の部で行
われ、町民の親睦と体力向上を図ります。

今治市 2月
（予定）

きくま
人権啓発フェスティバル

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

人権啓発に関する菊間地域の保育所園児・小・中
学校の発表と人権啓発講演です。
【前年度開催日：2/12】

今治市 2月
（予定）朝倉人権教育講演会

❶朝倉公民館
❷今治市朝倉地域教育課
☎0898（56）2024

人権の課題について講師を招聘し、正しい理解と認
識を深めるための人権教育講演会です。
【前年度開催日：2/11】

今治市 2月
（予定）えびすぎれ 祭

❶今治商店街
❷今治商店街協同組合
☎0898（32）0122

反物や端切れなどの呉服を大売出しする140年余り
続く呉服市で、今治市の早春の名物になっています。
【前年度開催日：2/9～ 13】

今治市 2月
（予定）今治ABC祭

❶今治商店街周辺
❷今治焼豚玉子飯世界普及委員会
☎0898（24）2020

全国の有名ご当地グルメを招聘したグルメイベン
トを中心に、様々な催しを開催します。【前年度開
催日：3/11・12】※予定
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イベントカレンダーBOX 141

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

２
月

イイ トト
カカ レレ ンンダダーー
ンンベベ

月
February

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 2月上旬
（予定）松山市公民館研究大会

❶未定
❷松山市教育委員会地域学習振興課
☎089（948）6918

地域の中で人と人をつなぎ支えあう松山市内の公
民館の活動事例をリレートーク形式で紹介します。
（予定）

松山市 2月上旬
（予定）第56回愛媛マラソン

❶松山市内
❷愛媛マラソン事務局
☎089（915）8460

全国屈指の人気を誇るマラソン大会です。

松山市 2月中旬
（予定）松山市民俳句大会

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
http://www.city.matsuyama.ehime.jp/

1人2句（投句料無料）を事前募集し、大会において
表彰、講評を行います。当日句、記念講演も行います。

松山市 2月中旬
（予定）

第12回まつやま
農林水産まつり

❶アイテムえひめ（予定）
❷松山市農林水産課
☎089（948）6567

松山でとれた旬の野菜や果物、瀬戸内海でとれた新
鮮な魚や加工品を一堂に集め、郷土の食材をその場
で食べて、見て、学ぶイベントです。

松山市 2月中旬
（予定）

響け！！言霊
第10回“ことばのがっしょ
う”群読コンクール

❶未定
❷ことばのちから実行委員会
☎089（948）6952
http://www.kotobanochikara.net/

小・中学生による群読（複数人による朗読）のコン
クールです。詩を多人数で立体的に表現することで
あらわれる「ことばのちから」により感動を伝えます。

松山市 2月中旬
（予定）

特別展（仮）
講演会②

❶松山市考古館
❷松山市考古館
☎089（923）8777
http://www.cul-spo.or.jp/koukokan

東京国立博物館等から借用展示する重要文化財を含
む考古遺物に関する専門研究者による講演会です。

松山市 2/24（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 2月下旬
（予定）

第63回
松山市PTA研究大会

❶松山市総合コミュニティセンター
❷松山市小中学校ＰＴＡ連合会
☎089（948）9351

学校教育と家庭教育をテーマに、基調講演、分科会
等を開催します。

松山市 ２月下旬
（予定）

坊っちゃんカップ
第11回道後温泉卓球大
会

❶松山市総合コミュニティセンター体育館
❷（公財）松山市文化・スポーツ振興財団
　コミュニティセンタースポーツ振興課
☎089（909）6154
http://www.cul-spo.or.jp/comcen/

ラージボールを使用した卓球大会が行われます。
対象40歳以上。
男女シングルス、男女及び混合ダブルス。

愛媛県
松山市

2月下旬
（予定）

サイバーセキュリティ
シンポジウム道後

❶松山市立子規記念博物館ほか
❷ サイバーセキュリティシンポジウム道後実行委員
会事務局

http://sec-dogo.jp/

サイバーセキュリティ月間の行事として、全国の情
報セキュリティ専門家が集い、最新情報の共有や意
見交換を行うシンポジウムを開催します。

松山市 2月下旬
（予定）

レインボーハイランド
カップ第4戦　ランニン
グバイク選手権2018

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
http://www.cul-spo.or.jp/rainbow

幼児を対象としたランニングバイクの競技会を実施
します。

松山市 2月
（予定）松山市生涯現役交流会

❶未定
❷松山市市民参画まちづくり課
☎089（948）6330

第２の人生を歩んでいる人を主な対象にした事業で
す。

松山市 2月
（予定）環境フェア

❶アイテムえひめ
❷松山市環境モデル都市推進課
☎089（948）6434

「環境モデル都市まつやま」を盛り上げるための、各
種環境イベントを開催します。

松山市 2月
（予定）

まつやま子ども読書
フォーラム

❶松山市総合コミュニティセンター・大会議室
❷中央図書館事務所
☎089（943）8008

子ども読書活動を支援しているボランティアの人的
環境の充実支援、組織・関係者のネットワークの確
立を目指し開催するものです。活動団体（者）の実
践報告や実演発表（午前）等を行います。

東温市 2/4（日）
（予定）市民健康マラソン大会

❶総合公園
❷東温市生涯学習課
☎089（964）1500

第10回目となる市民健康マラソンです。東温市に在
住（あるいは通勤・通学）している方で小学生以上
の健康に自信のある方にご参加いただけます。また、
小学生未満でも保護者同伴で参加できる親子マラソ
ンもあります。【前年開催日：2/19】

久万高原町 2月下旬～
4月下旬

第4回
くままちひなまつり 祭

❶久万町商店街
❷久万高原町企画観光課
☎0892（21）1111

久万町商店街にひな人形約15,000体を飾りつけま
す。

松前町
2/24（土）・
2/25（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。

砥部町
2月下旬～
3月上旬
（予定）

七折梅まつり

❶砥部町七折梅園
❷農事組合法人ななおれ梅組合
☎089（962）3064
砥部町観光協会
☎089（962）7288
http://www.nanaore-koume.jp/

1万6千本の梅の下で、梅加工品の試食・販売、農産
物販売のほか、土・日には、もちまき、梅のタネと
ばし大会なども催されます。
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えひめイベントBOX142
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

２
月

イイ トト
カカ レレ ンンダダーー
ンンベベ

月
February

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

大洲市
2/16（金）～
2/19（月）

（旧正月元日～4日）
祇園まつり 祭

❶大洲市・八多喜祇園神社
❷大洲市観光協会
☎0893（24）2664
http://www.oozukankou.jp/

八多喜のお祇園様として有名で、一年の厄除け祈願
に訪れる参拝客で賑わいます。

八幡浜市 2月
（旧暦1/10） 十日えびす 祭

❶八幡浜市・水産物地方卸売市場
❷八幡浜市魚市場運営協議会・
　八幡浜漁業協同組合
☎0894（22）2811

恵比寿神社の神体えびす像を魚市場に造られた祭壇
に移して神事を行った後、神官がえびす像を三方に
乗せ、朝一番に帰港した漁船上から海中に投げ込み、
お祓いを受けた船員が飛び込んで海水で清めて拾い
上げる神事です。

西予市 2月中旬
（予定）

第47回
宇和町駅伝競走大会

❶宇和町宇和体育館スタート
❷西予市教育委員会文化体育振興課
☎0894（62）6416

小学生から一般まで幅広い部門を設け、一般・高校・
中学男子は6区間、小学生・女子は5区間で宇和町内
を駆け抜けます。

西予市 2月～4月 卯之町のひなまつり
❶宇和町卯之町三丁目106番地
❷宇和民具館
☎0894（62）1334

江戸時代から昭和にかけての、御殿飾りや内裏雛が
見られます。今年は「御殿飾り」「座敷雛風」の2種
類のひな飾りブースをご用意しています。

宇和島市 2/4（日） 第19回美沼の里健康マラソン大会
❶宇和島市三間町
❷宇和島市三間支所三間教育係
☎0895（58）3311

ファミリー・小学生・フリー参加など7部門で実施
（1km～10㎞）されます。

宇和島市 2/4（日）
（予定）

第56回吉田町
駅伝競走大会

❶吉田町内
❷宇和島市吉田支所吉田教育係
☎0895（49）7098

小中高生、一般男女約45チーム（約400名）が参加
します。

鬼北町 2月上旬 きじ鍋まつり
❶鬼北町岩谷・鬼北町農業公社
❷鬼北町農林課
☎0895（45）1111
http://www.kihoku-kiji.com/

愛あるブランド産品である「鬼北熟成きじ肉」や町
内特産品が販売されます。きじ鍋、きじうどん、き
じ飯などの各種キジ料理が味わえます。

鬼北町 2月上旬 第3回愛ある鬼嫁コンテ
スト

❶鬼北町近永・広見体育センター
❷鬼北町企画振興課
☎0895（45）1111

深い愛情を持つ「鬼嫁」を全国各地から募集・審査
をし、鬼北町認定の「鬼嫁」として表彰します。

鬼北町 ２月中旬
（予定）節安花とび踊り 祭

❶鬼北町父野川上・節安薬師堂
❷鬼北町日吉公民館
☎0895（44）2211

薬師堂の境内で、安産や家内安全を祈願し、花とび
踊りが奉納されます。甘酒の接待もあります。

松野町 2/25（日） 第64回不器男忌俳句大会

❶松野町・町民センター
❷松野町教育委員会
☎0895（42）1118
http://www.town.matsuno.ehime.jp/

｢現代俳壇の彗星」と称される芝不器男を偲び開催さ
れる俳句大会です。小学生から一般の方まで部門が
あり、どなたでも参加できます。

愛
　
媛
　
県

西予市 2/17（土）～
4/4（水）

県歴史文化博物館企画展
「四国遍路の世界遺産化
に向けて   ―四国遍路と
愛媛―」（仮）

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
http://www.i-rekihaku.jp/

「四国八十八箇所霊場と遍路道」の世界遺産登録へ
向けて、近年、愛媛の札所寺院の文化財や遍路道等
の調査で明らかとなった研究成果を展示し、世界で
も類を見ない巡礼文化である四国遍路の特色とその
魅力について紹介します。

西予市 2/20（火）～
4/3（火）

県歴史文化博物館
テーマ展
「おひなさま」

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
http://www.i-rekihaku.jp/

桃の節句に合わせて、西条藩松平家伝来の雛飾りを
中心に、有職雛から洋装の明治天皇・皇后変わり雛
まで、さまざまなタイプの雛飾りを紹介します。

松山市 2月中旬
（予定）

人権啓発講座
（中予地区）

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。

砥部町 2月中旬 ねこ歩き 祭
❶とべ動物園
❷とべ動物園　☎089（962）6000
http://www.tobezoo.com/

ねこの日にちなんで、ネコ科動物の魅力を感じても
らうためにガイドツアーを実施します。

松山市 2/25（日）
（予定）

生涯学習ふれあいフェス
タ2018

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

県生涯学習センターで実施しているカレッジ（生涯
学習講座）の学習成果の発表や体験講座、ワーク
ショップ等を行います。フリーマーケット等のイベン
トも実施します。
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新居浜市 3/10（土） 学園祭
❶新居浜市高齢者生きがい創造学園内
❷新居浜市高齢者生きがい創造学園
☎0897（44）4826

テーマを「学園は新たな生きがい出会いの場」とし、
学園生の一年間の学習の成果を発表する場としてい
ます。作品展示・公演発表・お茶会・バザー（うどん・
すし・おはぎ・お抹茶）などがあります。

西条市
3/3（土）・
3/4（日）
（予定）

椿一輪展
❶椿交流館・椿ハウス
❷西条市小松総合支所総務課
☎0898（72）2111

地元の方が丹精込めて育てた、小松特有の椿や各種
銘椿を一輪挿しにして展示します。あわせて、椿の
苗木即売も行われます。

西条市 3/5（月）
（旧暦1/18） 西山興隆寺初観音 祭

❶丹原町・古田
❷西山興隆寺
☎0898（68）7275

客殿より200mの参道をたどり、水ごりの場、観世
の滝で高さ約10mから落下する水温5℃の滝水に約
20分打たれて、体を清める荒行をします。

西条市 3/5（月）
（旧暦1/18） 久妙寺初観音縁日 祭

❶丹原町・久妙寺
❷久妙寺
☎0898（68）7280

法要が営まれ、御祈祷を中心とした参詣者は数千余
を数えます。露店も立ち並び、植木市も行われます。

西条市 3月下旬
（予定）本谷温泉まつり

❶本谷公園
❷本谷温泉祭り実行委員会　岡崎寛賢
☎090（1001）6311
本谷温泉の入浴・宿泊等の問合せは
本谷温泉館☎0898（66）0372へ

餅投げ、カラオケ、盆踊り等多彩なイベントがあり、
本谷温泉の入浴がてら楽しめます。

西条市 3月下旬～
4月上旬 武丈公園の観桜（花見）

❶武丈公園
❷西条市観光物産協会
☎0897（56）2605
http://www.saijo-imadoki.jp/

加茂川沿いにあり、背後に八堂山を控えた眺めは「四
国の嵐山」と称され、県内でも有数の桜の名所となっ
ています。約1,500本の桜の美しさを楽しめるととも
に、自然とも楽しめます。

今治市 3/18（日）
第36回
今治市中央公民館
文化祭

❶今治市中央公民館
❷今治市中央公民館
☎0898（32）2892

中央公民館利用者の1年間の集大成として、作品展
示・芸能発表会・バザー等を開催して、大勢の参加
者のもと、お互いの交流とまちづくりに寄与します。

今治市 3/21（水・祝）
（予定）歌仙の滝祭 祭

❶歌仙の滝公園
❷今治市菊間支所産業建設課
☎0898（54）3450

亡くなった人の戒名をソギ塔婆に書き、滝に流して
供養します。公園内では、太鼓の演奏などのイベン
トが開催され、農産物等の販売や豚汁の無料配布が
行われ、賑やかです。【前年度開催日：3/20】

今治市 3月
（予定）

しまなみ縦走2018
（予定）

❶しまなみ海道沿線
❷ 本州四国連絡高速道路㈱しまなみ尾道管理セン
ター

☎0848（44）3700

瀬戸内しまなみ海道の自転車歩行者道等沿線に設け
たチェックポイントを「徒歩」または「自転車」でま
わるスタンプラリー。2日間の開催日の中で、好きな
時間に、好きな順序で、好きな場所から自由に参加
できます。【前年度開催日：3/25・26】

上島町 3月上旬
（予定）

第31回ゆめしま海道
いきなマラソン

❶弓削島、佐島、生名島全域
❷ゆめしま海道いきなマラソン実行委員会
　  （ 上島町教育委員会内ゆめしま海道いきなマラソ

ン事務局）
☎0897（77）2128
http://www.town.kamijima.lg.jp/

瀬戸内の海岸沿いを走る、健康マラソンの部（約2.5
㎞）、ロードレースの部（3㎞・10㎞・ハーフ）の4種
目で競います。毎年、全国からの参加者が集まり、
大変盛り上がります。

中
　
　
　
　
予

松山市 3月中旬
（予定）つばき名花展

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

市民の方々から出品されたつばきの鉢植えを展示し
ています。

松山市 3月中旬
（予定）早春ふれあいウォーク

❶松山中央公園
❷（公財）松山市体育協会
☎089（968）6660

河川敷コースを歩きながら早春の暖かな風を感じて
いただくウォーキングイベントです。

松山市 3月中旬
（予定）

特別展（仮）
講演会③

❶松山市考古館
❷松山市考古館
☎089（923）8777
http://www.cul-spo.or.jp/koukokan

東京国立博物館等から借用展示する重要文化財を含
む考古遺物に関する専門研究者による講演会です。

松山市 3月中・下旬
（予定）

松山春まつり
（道後温泉まつり） 祭

❶道後温泉本館・放生園・道後商店街・旅館街ほか
❷道後温泉まつり実行委員会
☎089（943）8342

長寿もちつき、湯祈祷祭、温泉おどり、ブラスバン
ドパレード、女みこしほかが行われます。

松山市 3月中・下旬～
（予定）

第116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
http://www.city.matsuyama.ehime.jp/kou
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 3月下旬
（予定）

第23回「はがき歌」
全国コンテスト作品
発表会

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
http://sikihaku.lesp.co.jp/

日常における短詩型文学の振興と手紙文化の普及を
図るため、全国から「はがき歌」を募集し、優秀作
品の発表会を行います。

松山市 3月
（予定）

劇団四季 
「こころの劇場」

❶松山市民会館（予定）
❷松山市民会館
☎089（931）8181
http://www.cul-spo.or.jp/mcph/

小学生に「命の大切さ」「人を思いやる心」「信じあ
う喜び」など、人が生きていくうえで最も大切なも
のを、ミュージカルの観劇を通して伝えます。

松山市 3月
（予定）

第３回キッズスポーツ
フェスタ

❶松山市総合コミュニティセンター体育館
❷ （公財）松山市文化・スポーツ振興財団
　コミュニティセンタースポーツ振興課
☎089（909）6154
http://www.cul-spo.or.jp/comcen/

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。
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松山市 3月
（予定）市民文化フェスタ2018

❶松山市総合コミュニティセンター
❷ （公財）松山市文化・スポーツ振興財団
　コミュニティセンター文化振興課
☎089（909）6153
http://www.cul-spo.or.jp/comcen/

講演会及び学習グループ（邦楽・クラシック・コー
ラス・舞踊・伝統芸能等）の発表会やキャラクター
ショーなどを行います。

松山市 3月
（予定）秋山真之祭

❶坂の上の雲ミュージアム2階ホールほか
❷坂の上の雲ミュージアム
☎089（915）2600
http://www.sakanouenokumomuseum.jp/

小説『坂の上の雲』の主人公の一人秋山真之の生誕
を記念し、凧作り・凧揚げなどのイベントを開催し
ます。

松山市 3月
（予定）

新企画展開催記念
シンポジウム

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
http://www.sakanouenokumomuseum.jp/

新企画展テーマ展示の開催を記念し、公開ラジオシ
ンポジウムを開催します。

松山市 3月
（予定）川柳吟行

❶未定
❷松山市文化協会
☎089（909）8008

日帰りで景勝地等に赴き、川柳の基本講義や吟行を
行います。

松山市 3月
（予定）俳句の里松山さんぽ

❶未定
❷松山市文化協会
☎089（909）8008

松山市内に点在する句碑や文学遺跡等を巡り、俳句
の鑑賞などを行います。

松山市 ３月
（予定）ＮＰＯ交流会

❶未定
❷まつやまＮＰＯサポートセンター
☎089（943）5790

ＮＰＯ同士や、ＮＰＯと地域・市民との接点を作るこ
とによって、松山市のまちづくりの活性化を目的とし
ています。

東温市
3月中旬～
4月中旬
（予定）

見奈良菜の花まつり
❶レスパス・シティ
❷見奈良菜の花まつり実行委員会
☎089（955）1216

15,000平方メートル（4,500坪）の菜の花畑で、約
200万本の菜の花が咲き誇ります。【前年度：3/11
～4/9】

久万高原町 3月下旬
第25回久万高原町長杯
ラグビーフットボール
大会

❶ 久万高原町ラグビー場・笛ヶ滝公園多目的球技
場

❷久万高原町教育委員会
☎0892（21）1111

西日本地区の高校生ラガーたちが、3日間熱戦を繰
り広げます。

久万高原町 3月下旬～
4月上旬

第16回
中津さくらまつり

❶西村大師堂周辺
❷久万高原町公民館中津分館
☎0892（54）2121
http://www.nakatsu-ehime.jp/

樹齢230年を超える大師堂のしだれ桜までのウォー
キングコースを整備し、中津の景観を楽しみながら
特産品などを味わえます。

伊予市 3月上旬の日曜日
（予定）

しおかぜウォーク
なのはな大会

❶JR長浜駅
　ふたみシーサイド公園
❷JR松山駅
☎089（943）5101
http://iyokankou.jｐ/

JR長浜駅からふたみシーサイド公園までR378（夕や
けこやけライン）の約16キロをマイペースでウォー
キングを楽しみます。道中の双海町閏住地区では住
民が手入れを続けている菜の花が見ごろで、地元主
催の「菜の花まつり」も同時開催されます。（予定）

伊予市 3月第4日曜日
（予定）五色姫復活祭

❶伊予市商店街ほか
❷伊予市商業協同組合（㈱まちづくり郡中内）
☎089（946）7245

一般公募で選出された五色姫をメインに、伊予路に
春を呼ぶイベントとして知られています。当日は五
色姫のパレードや稚児行列などが行われます。

南
　
　
　
　
予

内子町 3/5（月） 川中三島神社・春神楽 祭
❶内子町川中三島神社
❷三島神社
☎0893（45）0661

毎年3月5日に奉納されています。内子町無形民俗文
化財に指定され、立川神楽組が明治36年以降伝承し
ています。

内子町 3/15（木） 高昌寺・ねはん祭り 祭
❶高昌寺
❷ねはんまつり奉賛会
☎0893（44）2409

江戸時代中期から始められた釈迦入滅をしのぶ仏教
行事。地獄極楽絵図の展示や稚児行列、報恩法要、
もちまきなどがあります。

大洲市 3月中旬
（予定）五郎菜の花まつり

❶大洲市・五郎河川敷
❷大洲市観光協会
☎0893（24）2664
http://www.oozukankou.jp/

約6ha一面が菜の花で黄色にそまります。写生大会・
もちつき大会・野菜即売会などが催されます。

大洲市
3月下旬～
4/25（水）
（予定）

観光さくらまつり
❶大洲市・冨士山公園・祇園公園・城山公園
❷大洲市観光協会
☎0893（24）2664
http://www.oozukankou.jp/

ソメイヨシノや八重桜が咲き競います。夜桜見物が
楽しめるほか、春季スポーツ大会やお茶会など多く
の行事が開催されます。

八幡浜市 3月下旬
（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。

西予市 3/3（土）
（予定）古市不動尊 祭

❶城川町古市
❷西予市観光協会城川支部
☎0894（82）1116

お不動尊のお祭が催されます。

西予市 3月下旬 明間河川公園桜祭り
❶宇和町明間・明間河川公園付近
❷明間公民館
☎0894（67）0011

期間中ボンボリが点灯し夜桜が楽しめます。朝霧湖
（野村ダム湖）に浮かぶ両岸の桜は若々しく近年見頃
です。【前年開催日：3月下旬】

西予市
3月下旬～
4月上旬
（予定）

宇和運動公園桜祭り
❶宇和町卯之町三丁目宇和運動公園
❷宇和公民館
☎0894（62）0058

20年生の桜が約1,000本、期間中ボンボリ点灯しま
す。桜見物には最高の穴場です。
【前年開催日：3月下旬～4月中旬】
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イベントカレンダーBOX 145

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

３
月

イイ トト
カカ レレ ンンダダーー
ンンベベ

月
March

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

西予市 3月最終日曜日 野福峠さくら祭り
❶明浜町俵津・野福峠他
❷西予市明浜支所産業建設課
☎0894（64）1287

明浜地区と宇和地区を結ぶ峠道沿いの約400本の桜
並木と眼下に見下ろす宇和海が絶妙な景観。海・空・
桜で得した気分になれます。俵津文楽、出店、餅ま
きなどを開催します。

宇和島市
3/3（土）

（旧暦1/16）
含む3日間（予定）

西江寺えんま祭り 祭
❶宇和島市・西江寺
❷西江寺
☎0895（22）0489

西江寺所有の貴重な地獄極楽絵図、えんま大王図を
一般公開します。縁日があり露店が立ち並びます。

宇和島市 3/4（日） 稲荷まつり（41番札所龍光寺） 祭
❶三間町・戸雁
❷稲荷神社
☎0895（58）2186

商売繁盛の神様で名高い、三間町戸雁の稲荷神社の
例大祭です。

宇和島市
3/12（月）

（旧暦1/25）
（予定）

文殊さま 祭
❶三間町・波岡
❷妙光寺
☎0895（58）4406

妙光寺には、聖徳太子の作と伝えられる文殊菩薩像
を安置した文殊堂（町指定文化財）があり、旧暦の1
月25日の縁日には老若男女で賑わいます。

宇和島市 3/２０（火）～
4/３（火）岩松ひな回廊

❶津島町・岩松
❷宇和島市津島支所津島教育係
☎0895（32）2721

岩松地区のそれぞれのお宅にある思い出の「ひな人
形」を店先や入口などに飾り、マップに沿ってお客
様に岩松をゆっくり「町歩き」していただくイベント
です。

愛媛県
宇和島市

3月下旬～
4月上旬
（予定）

南楽園外堀桜まつり
❶津島町・南楽園
❷南楽園　☎0895（32）3344
http://www.nanreku.jp/
nanreku@nanreku.jp

南楽園正面両側の桜を夜間ライトアップし、夜桜も
楽しめるようにします。

鬼北町 3月中旬～
4月上旬 四万十街道ひなまつり

❶鬼北町日吉・下鍵山商店街・明星ヶ丘施設群
❷日吉公民館
☎0895（44）2211

高知県西部四万十川流域の5市町（四万十町・梼原
町・津野町・中土佐町・四万十市）と愛媛県鬼北町
において地域の振興と交流を目指す複数の民間団
体・個人が協働・協力し、同時期に里山や川辺、海
岸部の景観の中にひな人形を展示し、「四万十街道ひ
なまつり」を行います。

鬼北町 3月中旬～
4月上旬

きほくの里の
ひなまつり

❶鬼北町近永・高田商店旧店舗
❷座敷雛保存会
☎0895（45）0514

古い時代の雛人形や座敷雛が数多く飾られ、会場内
はとても華やかな雰囲気です。山里の風景を再現し
た座敷雛は圧巻です。同時期に道の駅「森の三角ぼ
うし」でも開催しています。

松野町 3月中旬～
4月下旬

目黒ふるさと館
ひな人形展

❶松野町・目黒ふるさと館
❷松野町教育委員会
☎0895（42）1118
http://www.town.matsuno.ehime.jp/

滑床渓谷のお膝元目黒地区に古くから伝わるひな人
形を集め、目黒ふるさと館に展示。明治、大正、昭
和の各時代のひな人形が展示され、各時代のひな人
形の移り変わりがうかがえます。また、同ふるさと
館には国指定重要文化財の目黒山形関係資料も展示
されています。

愛南町 3/3（土）～
（1ヶ月間）

外泊「石垣の里」
だんだん雛祭り

❶愛南町外泊（空き地の一角）
❷愛南町役場西海支所
☎0895（82）1111

石で作成したお雛様を募集し、石垣に飾ります。

愛
　
媛
　
県

西予市 3/3（土）・
3/4（日）おひなさまイベント

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
http://www.i-rekihaku.jp/

おひなさまにちなんだ着物の着付けなど華やかなイ
ベントなどを開催します。【前年開催日：2/25・26】

愛南町
3月下旬～
4月上旬
（予定）

大森山桜まつり

❶南レク大森山公園
❷南レク南宇和管理事務所
☎0895（73）2151
http://www.nanreku.jp/
nanreku@nanreku.jp

期間中「花見茶屋」を特設するほか、夜間ライトアッ
プし、夜桜も楽しめるようにします。
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えひめイベントBOX146
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

毎
月

イイ トト
カカ レレ ンンダダーー
ンンベベ月

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

新居浜市
3月～ 11月
（月曜日・

12月～ 2月は休）
東洋のマチュピチュ
観光バスツアー

❶マイントピア別子東平ゾーン
❷マイントピア別子
☎0897（43）1801
http://besshi.com/bass/

東洋のマチュピチュとも称されるマイントピア別子・
東平ゾーンへ行くお得なバスツアーです。「天空の語
り部」と呼ばれるガイド付きで別子銅山の近代化産
業遺産を巡ってみませんか。

新居浜市
毎月

（毎週金曜日・
第5週目は除く）

Ｃｕカフェ　金曜夜のイ
ベント

❶あかがねミュージアムCuカフェ
❷あかがねミュージアム
☎0897（31）0305
http://www.akaganemuseum.jp/

Cuカフェでお茶をしながら音楽を聞いたり、トーク
イベントに参加したり、ワークショップでものづくり
をしたりします。

新居浜市 毎月
（不定期の木曜日）あかがねシネマ

❶あかがねミュージアムあかがね座（多目的ホール）
❷あかがねミュージアム
☎0897（31）0305
http://www.akaganemuseum.jp/

映画の名作をあかがねミュージアムの大画面で楽し
むことができます。チケットは、ランチやドリンクが
ついていてお得です。

今治市
通年　1月～12月
期間内の土・日・
祝日（一部除く）

能島上陸＆潮流クルーズ
❶宮窪町・能島周辺
❷株式会社瀬戸内しまなみリーディング
☎0898（35）4886

『村上海賊（水軍）』が本拠を構えた能島に上陸し、
能島村上氏の城跡を見学します。能島周辺は「守り
やすく攻めがたい」といわれた海城のゆえんたる潮
流を体験できます。

今治市
通年

（月曜日・年末年始
（12/31～ 1/3）

は休）
潮流体験

❶宮窪町・能島周辺
❷能島水軍潮流体験船・水軍レストラン＆物産館
☎0897（86）3323
宮窪町漁業協同組合　☎0897（86）2008

観光船で国指定史跡の「能島」周辺を周り、日本有
数の潮流を間近で体験できます。また潮流体験船の
発着場所である「能島水軍」では、地元の新鮮な魚
介類を使った料理が味わえます。

今治市

通年
（1/1休、ただし
12月～ 2月は

団体予約
（5名以上）のみ）

急流観潮船
❶来島海峡周辺
❷よしうみいきいき館　☎0897（84）3710
　株式会社しまなみ　☎0898（25）7338

世界初の三連吊橋「来島海峡大橋」をくぐりぬけ、
波止浜湾にならぶ造船所群や日本三大急潮のひとつ
来島海峡の潮流を間近で体験できます。また潮流体
験船の発着場所である「よしうみいきいき館」では、
来島の急流で育った新鮮な魚介類のバーベキューな
どが味わえます。

今治市
通年

（毎月第2・
第4日曜日）

いまばり日曜朝市
❶今治商店街・アーケード内
❷今治商店街協同組合
☎0898（32）0122

地域住民の交流を深めるとともに、地域経済の活性
化を図るため、食料品・衣料品・日用雑貨・園芸品・
手作り品等の販売を行っています。

中
　
　
　
　
予

松山市 4月～3月
第3火曜日 連句教室

❶庚申庵史跡庭園
❷NPO法人GCM庚申庵倶楽部
☎089（915）2204

初心者でもわかりやすく連句創作を学べる教室を開
催します。

松山市 4月～3月
（予定）まつやまの歴史を学ぼう

❶松山市考古館
❷松山市考古館
☎089（923）8777
http://www.cul-spo.or.jp/koukokan

２期（4月～ 9月、10月～ 3月）に週1回、各5回の
連続講座を行います。埋蔵文化財センター等の職員
が、松山の遺跡について初心者にもわかりやすく解
説します。

松山市 4月～３月
（予定）

古代体験教室
「ふんどう君
ペンダント作り」

❶松山市考古館
❷松山市考古館
☎089（923）8777
http://www.cul-spo.or.jp/koukokan

今から約2,000年前のまつやまの弥生人がムラでの
願い事に使った「分銅形土製品」をモデルに、石膏
で作ったレプリカに好きな色を塗り、オリジナルの
ペンダントに仕上げます。

松山市
4月～3月

（年間ギャラリー）
（予定）

考古館ロビー展
「大連古代蓮の育成と
写真展」

❶松山市考古館玄関前・エントランスホール
❷松山市考古館
☎089（923）8777
http://www.cul-spo.or.jp/koukokan

松山市考古館では、1998年度（平成10年度）から
中国大連市の古代遺跡出土のハス（蓮）を育成して
います。毎年６～７月に開花し、期間中に多くの市民
の方々が来館されます。ハスの花は古代寺院の瓦に
その模様が見られることから、市内出土の瓦や、古
代ハスの開花の様子を撮影した写真パネルを一年間
通じて展示公開します。

松山市 4月～3月
（予定）

考古館ロビー展
「ロビー箏コンサート」

❶松山市考古館ロビー
❷松山市考古館
☎089（923）8777
http://www.cul-spo.or.jp/koukokan

毎月１回・土曜日、日曜日（予定）に考古館ロビーで
開催する箏コンサートです。

松山市 4月～3月
第4日曜日

道後にきたつの路
日曜朝市

❶道後にきたつの路
❷道後にきたつの路日曜朝市実行委員会
☎089（943）8342

県内各市の名産品、特産品店を出店します。

松山市 4月～6月 煎茶教室（前期）
❶庚申庵史跡庭園
❷NPO法人GCM庚申庵倶楽部
☎089（915）2204

全3回の煎茶教室を開催いたします。

松山市 6月～10月
（予定）

考古館ロビー展
「古代米の育成」

❶松山市考古館玄関前・ロビー
❷松山市考古館　☎089（923）8777
http://www.cul-spo.or.jp/koukokan

考古館玄関前で古代米（赤米・黒米）を育成し、考
古館のホームページ等で情報を発信します。

松山市 6月～3月
（予定）

わかりやすい考古学講座
「発掘松山の遺跡Ⅶ」

❶松山市考古館
❷松山市考古館　☎089（923）8777
http://www.cul-spo.or.jp/koukokan

6月～3月の第1土曜日（1月は第2土曜日）、計10回
の連続講座を行います。埋蔵文化財センター職員や
松山市教育委員会職員がスライドや出土品（実物）
などを用いてわかりやすく解説します。

松山市 9月～11月 煎茶教室（後期）
❶庚申庵史跡庭園
❷NPO法人GCM庚申庵倶楽部
☎089（915）2204

全3回の煎茶教室を開催いたします。

松山市
年間10回、日曜日
11：00～ 15：00

（予定）
季節イベント

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
http://www.cul-spo.or.jp/comcen/

季節に応じた手作り工作を開催します。

イ
ベ
ン
ト
カ
レ
ン
ダ
ー



イベントカレンダーBOX 147

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

毎
月

イイ トト
カカ レレ ンンダダーー
ンンベベ月

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 毎月
（予定）

スポーツ＆
フィットネス教室

❶松山市総合コミュニティセンター体育館／
　松山中央公園／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
　コミュニティセンタースポーツ振興課
☎089（909）6154
http://www.cul-spo.or.jp/comcen/

一年間を通じて財団が管理する施設を中心に「水泳」
「テニス」「卓球」「フィットネス」「キッズスポーツ」
など、子供から高齢者まで参加できる、さまざまな
スポーツ教室を実施いたします。

松山市
年間６回、日曜日
13：00～ 15：00

（予定）
こども館あそぼうデー

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
http://www.cul-spo.or.jp/comcen/

親子を対象に、作った工作を使って楽しく遊ぶイベ
ントを開催します。

松山市 毎月第1土曜日
14：00～ 14：30 お伽座の語り

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
http://www.sakanouenokumomuseum.jp/

「語り継ぐべき松山の『むかし』とは何か」をテーマに、
『坂の上の雲』のまちづくりにおいて地域資源の再発
見に取り組む「お伽座」の伊予弁による昔話、民話、
伝説の語りが行われます。

松山市
毎月第2・第3

土曜日
14：00～ 14：30

土曜コンサート
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
http://www.sakanouenokumomuseum.jp/

『坂の上の雲』や主人公、松山などをテーマに「音」
を通してメッセージを発信。ギターやバイオリン、
箏や三味線など様々なジャンルによる演奏を行いま
す。

松山市
毎月第3日曜日

14：00～ 14：30
15：00～ 15：30

のぼーる紙芝居
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
http://www.sakanouenokumomuseum.jp/

「正岡子規」や郷土の文化遺産である民話を紙芝居に
して、広く永く語り継いでいき、郷土を愛する心を
育み、コミュニケーションの輪を広げる活動を行っ
ている「えひめ紙芝居研究会のぼーる」による紙芝
居を行います。

松山市 毎月第4日曜日
14：00～ 16：30

『坂の上の雲』
リレー朗読会と
「さいねやほうけ」

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
http://www.sakanouenokumomuseum.jp/

『坂の上の雲』を多くの人たちが参加し読みつないで
いきます。耳で聞く小説の世界をお楽しみいただけ
ます。また、朗読会前に郷土史などについて学ぶ講
演会「さいねやほうけ」も行います。

松山市
毎月第4日曜日

12月のみ第3日曜日
9：00～ 15：00

（予定）
街のまんなか日曜市

❶松山市中央卸売市場
❷街のまんなか日曜市実行委員会
☎089（924）1924

月に1度、松山市中央卸売市場の一部を一般開放し、
野菜、果物、花をはじめとする様々な商品の販売や、
オークション大会、餅まきなどのイベントを行いま
す。

松山市 通年 里島（りとう）めぐり
❶松山市（松山島しょ部）
❷ まつやま里島ツーリズム連絡協議会（事務局：中
島支所内）

☎089（997）1840

本市島しょ部で魅力的な体験イベントを開催します。
帰りのフェリー船賃が無料！（高速船を利用の場合
は急行料金のみ自己負担となります。）

久万高原町 毎月第4日曜日
門前市
「遊食祭くまくるまる
しぇ」

❶久万町商店街
❷くまタウン連盟遊食祭プロジェクト
☎0892（21）2061

町内外から業者が出店し、こだわりのグルメや便利
な生活雑貨を対面販売します。

南
　
　
　
　
予

内子町 毎月第２日曜 立川軽トラ市
❶内子町川中地区、立川自治会付近
❷立川軽トラ市実行委員会
☎090-5910-9277（代表：成川）

軽トラックの荷台を利用したフリーマーケット。採れ
たての野菜や果物、加工品や工芸品、手作り作品な
どを販売しています。

大洲市
平成29年3月～
11/30（木） 
随時/予約制

坂本龍馬脱藩の道ミニ
ウォーク

❶ 大洲市河辺町三嶋・河辺ふるさとの宿（集合）、
町内約15㎞の一部

❷河辺ふるさとの宿
☎0893（39）2211
http://www.kawabe-furusato.com/

坂本龍馬が脱藩した当時の風情が残る河辺の山道を
案内人と共に約2.5㎞歩きます。歩き終わった後に食
べる、地元産の食材を使った料理は格別です。オプ
ションとして坂本龍馬の衣装の貸出も行っています。
脱藩の道を気軽に楽しむためのミニウォーキングで
す。

大洲市
4月～11月

（毎週日曜日）
12月～ 3月
（第3日曜日）

ポコペン横丁
❶おおず赤煉瓦館横
❷大洲市観光協会
☎0893（24）2664
http://pokopen.yokochou.com/

昭和30年代の懐かしさが漂う横丁を再現していま
す。中華そば、コロッケ、焼き鳥、ラムネ、おもちゃ、
骨董品、昔遊び等のお店が軒を連ねるレトロ漂う空
間をぜひ歩いてみてください。

大洲市

4月～3月の毎月
第3土曜日

（８月・12月～ 2月
は開催なし）
（予定）

赤橋自遊空間
❶赤橋通り商店街
❷長浜町商工会
☎0893（52）0312

長浜赤橋通り商店街の一部を歩行者天国にして、フ
リーマーケットや路上ライブなどの多彩なイベント
が開催されます。

大洲市
・Aコース　通年 
・Bコース
　 7月～ 9月の
　毎週水・土曜日

海・夕陽・ドキドキ乗馬
体験

❶南予ふれあい乗馬クラブ
❷南予ふれあい乗馬クラブ　☎0893（59）3501
http://fureai-jc.com/

海を見ながら、夕陽を見ながらゆっくり歩くドキドキ
の乗馬体験（Aコース：海、Bコース：夕陽）を行い
ます。

大洲市 毎月　第2日曜日 大洲わくわく自然観察会
❶大洲城・肱川河川敷周辺
❷特定非営利活動法人かわうそ復活プロジェクト
☎090（3788）5398
http://naturevoice.jp/

大洲城周辺のすばらしい景色を眺め、ゆっくり歩き
ながら実施するバードウォッチング入門体験です。

大洲市 毎月　第3日曜日

～感動の名作はここから
始まった～エジソンが発
明した映写機キネトス
コープ試写会

❶おおず赤煉瓦館
❷おおず赤煉瓦館
☎0893（24）1281
http://www.cnw.ne.jp/̃ozu-akarenga/ind
ex.html

世界で初めてトーマスエジソンが発明した映写機キ
ネトスコープ等の手回し映写機で当時の短編映画を
上映します。

大洲市 毎月　第3土曜日 輪ゴム火縄銃体験
❶大洲城
❷大洲城
☎0893（24）1146

本物そっくりの輪ゴム火縄銃を使用し、大洲城内に
設置した的を狙う射的体験です。
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えひめイベントBOX148
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

毎
月

イイ トト
カカ レレ ンンダダーー
ンンベベ月

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

大洲市
4月～12月の
第1・第２土・日
※1月～3月は

予約対応
絶景　歌麿カフェ

❶肱川風の博物館・歌麿館
❷肱川風の博物館・歌麿館
☎0893（34）2181
http://www.kazehaku.jp/

鹿野川湖畔が眼下に広がる絶景の180度パノラマ
ビューと、日本を代表する浮世絵師喜多川歌麿の貴
重な版木や浮世絵を見ることができるカフェです。
和紙デザイナー佐藤友佳理氏デザインの和紙を取り
入れた和テイストの空間の中で至福の一杯をお楽し
みください。

大洲市 通年（事前予約制） 陶芸体験教室
❶フラワーパークおおず横「花陶房」
❷大洲陶芸会
☎0893（24）3454

初心者向けの陶芸教室で、約1時間から2時間かけて
作陶します。子どもから大人まで幅広い層で陶芸体
験ができます。

大洲市 通年（事前予約制）
～望遠鏡とプラネタリウ
ムで満喫～スターozu
（おおず）in鹿野川温泉

❶鹿野川湖
❷大洲市交流促進センター鹿野川荘星係
☎0893（34）2000
http://www1.quolia.ne.jp/̃k-sou/

鹿野川荘屋上から天体望遠鏡で星空観察と正山天文
台「まんてんのへや」で、より大きい天体望遠鏡を
使用して詳細な星空観察ができます。星のコンシェ
ルジュによる星空説明があるので、初めての方も鹿
野川での夜を満喫できます。

八幡浜市
4/16（日）、
8/15（火）
10/19（木）

梅之堂三尊仏開帳日 祭
❶八幡浜市・徳雲坊梅之堂
❷八幡浜市教育委員会生涯学習課
☎0894（22）3111

国指定重要文化財である「梅之堂三尊仏」の開帳日。
この日のほかに、5月から12月までの第2日曜日（8
月は第1日曜日）や市の行事等があるときには拝観で
きます。

西予市 4月下旬～
9月上旬 観音水そうめん流し

❶宇和町明間観音水
❷西予市経済振興課　☎0894（62）6408
　名水亭　☎0894（67）0013

名水百選選定の観音水で毎年恒例となっているそう
めん流し。暑い季節を観音水のひんやりとした空気
とともに癒してくれます。

西予市 4月～3月
（毎月第1日曜日）軒先市

❶宇和町卯之町中町通り周辺
❷宇和先哲記念館
☎0894（62）6700
http://www.seiyo1400.jp/

中町通りの文化の里休憩所を中心に、西予市市民の
皆さんの、手作り加工品や野菜、衣類、趣味の小物
などが並びます。

西予市 4月～3月
（毎月第3日曜日）みかめびんびん市

❶三瓶町朝立1-438-287みかめ海の駅「潮彩館」
❷みかめ海の駅「潮彩館」
☎0894（33）3001

毎月第3日曜日午前9時から、地元の朝どり農産物を
はじめ、海産品や手作りの加工品、豆腐などなど、
盛りだくさんに販売されます。

西予市 6月～10月
（月に1～ 2回）

シーカヤック教室
in 明浜

❶明浜町高山
　あけはまシーサイド・サンパーク
❷西予市明浜支所総務課
☎0894（64）1280

大早津海岸を中心にシーカヤックを楽しみながら
チャレンジ精神や忍耐力、自主性、協調性等の「生
きる力」を身に付けます。また、活動を通じて海に
親しみます。

西予市 7月中旬～
12月上旬

第23回全国かまぼこ板
の絵展覧会 祭

❶城川町下相ギャラリーしろかわ
❷ギャラリーしろかわ
☎0894（82）1001

絵は誰でも、いつでも、何にでも描くことができます。
この企画は、かまぼこ板の上に絵を描いていただき、
感動（心）をのせた応募作品すべてを、市立美術館
「ギャラリーしろかわ」に展示し、文化の交流を図る
ものであります。

西予市 毎月第1日曜日 末光家住宅一般公開
❶西予市宇和町卯之町中町通り周辺・末光家
❷宇和先哲記念館
☎0894（62）6700

明和7年（1770）に建てられた元商家が毎月第1日
曜日に限定公開されます。重厚な造り、伝統的な表
構えなど昔の建築形式がみどころです。

西予市 奇数月の
第3土曜日 野村の「軽トラ市」

❶野村町西予市乙亥の里乙亥会館
❷西予市野村支所産業建設課
☎0894（72）1115

軽トラックの荷台を利用して、地元でとれた野菜や
果物、旬の花、味自慢の手作りお菓子や惣菜を販売
します。

松野町 4月下旬～
11月中旬

滑床渓谷
キャニオニング

❶足摺宇和海国立公園滑床渓谷
❷滑床アウトドアセンター
☎0895（49）1535
http://nametoko.net/canyoning/

国立公園内で楽しむリバースポーツ・キャニオニン
グ。天然のウォータースライダーを楽しんだり、滝
壺に飛び込んだり、ロープを使って下降したり、遊
び方はさまざまです。専用の装備をレンタルし、ガ
イドの案内で安全に楽しめます。

松野町 年間（4回程度）
森の国の大おきゃく
～伊予×土佐のうまい
もの合戦～

❶虹の森公園
❷松野町森の国創生課
☎0895（42）1116
http://www.town.matsuno.ehime.jp/

予土県境という立地を生かし、両県のうまいものを
一度に食べつくすイベントで過ごしやすい季節を目
途に開催しています。
【前年度開催日：7/30・31、8/13、12/4】

松野町 年間（2回程度）酒蔵コンサート「伊予美人ライブ」

❶元「伊予美人」酒蔵（松野町松丸）
❷松野町役場内伊予美人ライブ事務局
☎0895（42）1116
http://iyobijin.web.fc2.com/

松野町松丸に古いたたずまいを残す「伊予美人」酒
蔵で継続的に開催されているライブ。本格的な音楽
と酒蔵が織りなす絶妙の空間が好評。年2回ほど開
催しますが、そのつど伊予美人ホームページ等でお
知らせしています。

松野町 年間（12回程度）軽トラ市
❶ＪＲ松丸駅前
❷松野町商工会
☎0895（42）0505

軽トラックの荷台を店舗に見立てて品物を販売する
スペシャルマーケットです。町内の新鮮野菜や棚田
米、ジビエ料理や宇和海鮮魚などが並びます。

愛
媛
県

松山市 年間を通じ
５～６回程度

アイテム手づくり市＆え
ひめ青空市場

❶愛媛国際貿易センター（アイテムえひめ）
❷愛媛エフ・エー・ゼット（株）
☎089（953）0130

地産地消の物産市やプロアマ問わない手作り品の販
売、家庭の不要品を販売するリサイクルフリーマー
ケットを開催します。【前年開催日：5/8、6/26、
9/22、11/23、1/21、2/26】
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イベントカレンダーBOX 149

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

イイ トト
カカ レレ ンンダダーー
ンンベベ

東
予
／
中
予
／
愛
媛
県

未
定

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

上島町
6月～8月の間に

開催予定
（予定）

愛媛マンダリン
パイレーツ公式戦

❶生名島：いきなスポレク公園野球場
❷上島町教育委員会
☎0897（77）2128
http://www.town.kamijima.lg.jp/

愛媛マンダリンパイレーツの公式戦です。その他お
楽しみイベントや、地元特産品販売・バザーも行い
ます。【前年開催日：8/8】

上島町 未定 ゆめしま海道サイクリン
グ

❶弓削・生名島・佐島・岩城
❷上島町
☎0897（75）2500
http://www.town.kamijima.lg.jp/

チャーター船を活用したサイクリングもクルージン
グも楽しめるイベントです。昼食は島特産のレモン
ポークを堪能できます。【前年開催日：3/19】

中
　
　
　
予

松山市 未定 テラスコンサート
❶坂の上の雲ミュージアム4階テラス
❷坂の上の雲ミュージアム
☎089（915）2600
http://www.sakanouenokumomuseum.jp/

萬翠荘の見える開放的なテラスの空間で、景色や音
の広がりをご堪能いただけます。
（雨天時は2階ホールでの実施になります。）

松山市 未定 フィールドミュージアム
ツアー

❶坂の上の雲ミュージアム
❷坂の上の雲ミュージアム
☎089（915）2600
http://www.sakanouenokumomuseum.jp/

毎回異なるテーマに沿って、『坂の上の雲』ゆかりの
地などを歩いてめぐるツアーです。各所で解説も行
います。

松山市 未定 ビブリオバトル
❶松山市立中央図書館
❷中央図書館事務所
☎089（943）8008

中学・高校生に、自分が読んで面白かった本を紹介
してもらい（各５分）、それを聴いた観客に、どの本
が一番読みたいと思うか投票してもらいます。

松山市 未定 まつやま子規亭
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
http://www.sikihakutomonokai.jp/

「子規が生きていたら興味を持ち喜ぶもの」「子規の
多彩な好奇心を満たし、ともに楽しむ」「『正岡子規』
に関連するテーマのもの」「『ことば』を語る、演じる」
を基本テーマに公演を実施します。

松山市 未定 ポップ＆ボイスまつやま

❶松山市総合コミュニティセンター
❷（公財）松山市文化・スポーツ振興財団
　コミュニティセンター文化振興課
☎089（909）6153
http://www.cul-spo.or.jp/comcen/

松山で活動しているミュージシャンの演奏会を開催
します。

松山市 未定 伝統文化こども伝承事
業

❶松山市総合コミュニティセンター
❷（公財）松山市文化・スポーツ振興財団
　コミュニティセンター文化振興課
☎089（909）6153
http://www.cul-spo.or.jp/comcen/

伝統文化の発表とこどもを対象とした体験教室をし
ます。

東温市 未定 東温市民アルプス登山
❶東温市内
❷東温市観光物産協会
☎089（993）8054

気軽に市民の皆様に登山に親しんでもらえるよう、
市民登山グループの方々に協力いただき、初心者か
ら楽しめる市民向け登山を実施します。

愛
媛
県

砥部町 未定 サマースクール
（小学生の部）

❶とべ動物園
❷とべ動物園　☎089（962）6000
http://www.tobezoo.com/

動物の飼育管理などを通じて飼育の正しい知識と動
物愛護精神の普及のため実施します。

（対象：小学4・5・6年生、定員あり）【前年開催日：
7/26、30】

砥部町 未定 サマースクール
（親子の部）

❶とべ動物園
❷とべ動物園　☎089（962）6000
http://www.tobezoo.com/

動物の飼育管理などを通じて飼育の正しい知識と動
物愛護精神の普及のため実施します。

（対象：小学1・2・3年生の親子、定員あり）【前年
開催日：8/3】

砥部町 未定 第19回高校生対象飼育
実習

❶とべ動物園
❷とべ動物園　☎089（962）6000
http://www.tobezoo.com/

動物の飼育管理を通じて飼育の正しい知識と動物愛
護精神の普及のため実施します。
（対象：高校生、定員あり）

砥部町 未定 第20回社会人対象飼育
実習

❶とべ動物園
❷とべ動物園　☎089（962）6000
http://www.tobezoo.com/

動物の飼育管理を通じて飼育の正しい知識と動物愛
護精神の普及のため実施します。（対象：社会人、定
員あり）
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