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本誌に掲載のイベント情報は、令和 3 年３月３１日現在で確認の上、まと
めたものです。
イベントの開催日や内容は新型コロナウイルス感染拡大等により変更さ
れる場合もございますので、あらかじめイベントの問合せ先にご確認い
ただきます様、お願いいたします。

『えひめイベントBOX 2021』
発刊にあたって

　「えひめイベント BOX」は、愛媛県内各地で開催される多種多様なイベントの総合

情報誌として、当センターが（公財）愛媛県市町振興協会の委託を受けて毎年発刊し

ています。

　愛媛県内では、地域の歴史や特色を生かしたフェスティバル、伝統行事、地方祭、

産業まつり、スポーツ・音楽イベントなどが、各地で数多く開催されています。これ

らのイベントは、地域を活性化するとともに、地域の情報発信や交流を促進するうえ

で重要な役割を果たしています。

　今号には、県内各市町のおすすめイベントのほか、県内各地で開催されるサイクリ

ングイベントについて掲載しています。

　この「えひめイベント BOX」を通して、県内外の多くの皆様が地域資源を活用した

特色あるイベントに参加し、地域の魅力を体感するとともに、交流人口の増加や関係

人口の拡大により、地域の活性化にもつながることを願っています。

　今後とも魅力あるガイドブックづくりに努めて参りますので、読者の皆様のご意見

やご感想等ございましたら、センターまでお寄せください。

　最後に、本誌制作にご協力いただきました

愛媛県、各市町、関係諸団体の方々に厚くお

礼申し上げます。

令和 3年 4月
（公財）えひめ地域政策研究センター
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自転車に乗って、愛媛を満喫しよう!自転車に乗って、愛媛を満喫しよう!

愛媛県には、海峡を自転車で渡ることができる
「瀬戸内しまなみ海道」をはじめ、西日本最高峰の石鎚山のヒルクライム
コースなど風光明媚なサイクリングスポットがあふれています。
年間を通してサイクリングイベントも盛りだくさん。自転車に乗って、
愛媛を満喫しに出かけよう！

日

令和3年

12
予定

9

4

問
☎

久万高原ヒルクライムレース実行委員会（事務局：NPO SSER）
所 久万高原町県道328号柳谷美川線

HP http://www.sser.jp
089（960）6905

美川峰に向かってかけ上げるヒルクライムレース。全長15.4km、最大
高低差1,060m、平均斜度6.8％、ほぼ全行程上りの難コースとなって
います。残り1km、樹木がなくなり広がる頂上付近の大パノラマは、た
だただ美しい。

第10回久万高原ヒルクライムレース2021
久万高原町 難易度（初級１～上級５） 5

令和3年

10月
予定

1

問 別子・翠波はな街道サイクリング実行委員会（新居浜市運輸観光課）
所 新居浜市～四国中央市

☎ 0897（65）1261（平日8:30～17:15）

新居浜市・四国中央市の山間部等を通る観光ルート「別子・翠波はな街道」を舞台に、美しい
景観や地元住民とのふれあい、地域の特産品等を楽しめるサイクリング大会です。順位を競
うレースではなく、道路交通法とマナーを守り走行するため、どなたでも楽しんでいただけ
る大会を目指しています！

別子・翠波はな街道サイクリング2021
新居浜市・四国中央市 難易度（初級１～上級５） １～４

2

西条の恵まれた環境で育まれた美味しい食＆自然が織りなす景観
を自転車で走って楽しんでいただくことをコンセプトとしたSWEET
ライド。地元のフルーツやお菓子（SWEET）、心温まる（SWEETな）
おもてなし、そして水都（SWEET）西条のおいしい水。３つの

「SWEET」をぜひ味わってください！

いしづち山麓SWEETライド202１
難易度（初級１～上級５） 2～4西条市

問
☎

西条市サイクリング大会実行委員会（事務局：西条市観光振興課）
所 西条市

0897（52）1446
HP http://www.saijocycling.jp/

東予サイクリングイベント

3

問 本州四国連絡高速道路（株）しまなみ尾道管理センター しまなみ縦走係所 しまなみ海道沿線
HP https://www.jb-honshi.co.jp/corp_index/corp_news/corp_news_2019/191210news-1-00/?ref=single7

☎ 0848（44）3700(代)

瀬戸内しまなみ海道沿線に設けたチェックポイントを「徒歩」又は「自転車」で回るスタンプラリー。
（実施方法は、今後の新型コロナウイルスの感染拡大状況により変更することがあります）

しまなみ縦走
今治市・上島町 難易度（初級１～上級５） 1～4

中予サイクリングイベント
日

令和3年

1
予定

8

5

問
☎

石鎚山ヒルクライム実行委員会（久万高原町ふるさと創生課内）
所 久万高原町

HP https://cycle-shikoku.jp/ishizuchi-hillclimb/
0892（21）1111

西日本最高峰石鎚山を舞台とした2区間制のヒルクライムレース。今
回は第10回目の記念大会として開催し、参加者の方に楽しんでいた
だけるような企画やおもてなしを実施予定です。

第10回石鎚山ヒルクライム
久万高原町 難易度（初級１～上級５）

4

HP https://www.pref.ehime.jp/chu52147/cycling/
shigenobukawacycling.html

7

問

☎

重信川サイクリングロード活性化推進実行委員会
（中予地方局地域政策課）

所 重信川サイクリングロードとその周辺施設

089（909）8751

自転車でスイスイ走れる全長24.2kmの「重信川サイクリン
グロード」を舞台に、川沿いの自然豊かな景色を満喫しなが
ら、周辺の飲食店や名所をのんびり自転車で巡るデジタル
スタンプラリーです。スマホがあれば誰でも無料で参加で
き、ゲーム感覚でスポット巡りとサイクリングが楽しめます。

重信川サイクリングロード
デジタルスタンプラリー

松山市・松前町・砥部町・東温市

難易度（初級１～上級５）

1～3
1～3

HP

問

☎

特定非営利活動法人タンデム自転車
NONちゃん倶楽部（代表）津賀

所 松山市

090（3189）5918
https://nonchan.club

難易度（初級１～上級５）

めったに入れない瀬戸風バンクを自分
の車いすで走るだけでなく、タンデム
自転車、ハンドサイクル、車いす自転車
などの乗車体験ができます。あなたも
気持ちの良い風を感じてみませんか？

6
サイクルチャレンジ
2021 in 競輪場

松山市
難易度（初級１～上級５）

2
8

市内５つの拠点に配置するE-BIKEを
無料でお試しいただけます。いつもより
ゆっくり、いつもより遠くまで。秋の伊予
市をサイクリングで楽しんでください。

初めてのE-BIKE
大試乗会（予定）

伊予市

問
☎
HP

伊予市産業建設部経済雇用戦略課
所 伊予市

089（982）1120
https://www.city.iyo.lg.jp/

令和3年

11 上旬月
予定

令和4年

3月日
土

予定

令和3年

6月
予定

令和3年

9月
11月～
中旬

予定

令和3年

日1411
予定

愛媛サイクリングの日
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佐田岬広域観光推進協議会事務局（八幡浜市商工観光課、伊方町産業課）
佐田岬地域（八幡浜市、伊方町）

0894（22）3111（八幡浜市商工観光課）
0894（38）0211（伊方町産業課）

日本一細長い佐田岬半島の雄大な自然の中を走るサイクリングです。
佐田岬の魅力を地域のグルメとともに、ご家族や友人とお楽しみくだ
さい。

サイクリング佐田岬2021
八幡浜市・伊方町 難易度（初級１～上級５）

1～5

日

令和3年

269
予定



問
☎

所

HP http://www.sadamisaki.jp/cyclingparadise/index.php

5

HP

問
☎

『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
　　　　　　　　　　　　　　　　（愛媛県ロゲイニング協会）

所 松山市

089（904）8493
http://www.ehime-rogaining.jp/

サイクリングとロゲイニングを合体させた大会です。松山市内に点在する小説
『坂の上の雲』ゆかりの地などを自転車を使いながら回ります。地図と写真を参
考にポイントを探し、得点を獲得していく「宝さがし」のような感覚で楽しめます。


第7回『坂の上の雲』のまち松山
サイクルロゲイニング大会

松山市 難易度
（初級１～上級５） 2

HP https://toon-kanko.jp

9

問
☎

(一社)東温市観光物産協会
所 東温市

089（993）8054

東温市さくらの湯観光物産センターを
拠点に、愛媛サイクリングの日に合わせ
て、サイクリングイベントを開催します。

とうおんゆったりサイクリング
東温市

難易度
（初級１～上級５）

1～4

愛媛・高知両県にまたがるコース設定のマウンテンバイクの大会です。
最長のアルティメット部門は100㎞を超える林道・一般道を駆け抜け
る中で奥四万十の大自然を堪能できるコースとなっています。　

問
☎

松野四万十バイクレース実行委員会（松野町ふるさと創生課内）
所 松野町～四万十市西土佐地区

HP http://matsunoshimanto.com/
0895（42）1116


第6回松野四万十バイクレース

難易度（初級１～上級５） 4～5松野町

南予サイクリングイベント

大洲市の自然や文化を楽しめるコース設定としており、各エイドでは
地域の特産品を提供するなど大洲を満喫していただけるサイクリング
イベントです。

ツール・ド・ひじかわ2021
難易度（初級１～上級５）

2～5




問
☎

予土県境地域連携実行委員会（愛媛県南予地方局地域政策課）
所 予土県境５市町（宇和島市、鬼北町、松野町、四万十市、四万十町）

HP http://2riverview.com/
0895（28）6143

国道381号等で繋がる愛媛・高知の県境地域を舞台に、四万十川沿い
の豊かな自然が織り成す｢絶景｣と、地元特産品による｢おもてなし｣を
堪能できる大会です。

四万十・南予横断
2リバービューライド2021

宇和島市・鬼北町・松野町
難易度（初級１～上級５）

4

問
☎

西予市教育委員会 野村教育課

HP https://www.city.seiyo.ehime.jp/
0894（72）1117

所 西予市野村町・城川町

難易度（初級１～上級５）

2～4

市内の里と山を巡り、さわやかな風を感じ
つつジオポイントを楽しみながら起伏･変
化のあるコースをお楽しみください。

サイクリング in
四国西予ジオパーク

西予市

大洲市

問
☎

大洲市サイクリング協会（事務局：大洲市観光まちづくり課）

HP http://www.city.ozu.ehime.jp/
0893（24）1717

所 大洲市（新谷神南山）

難易度（初級１～上級５）

1
難易度（初級１～上級５）

標高654ｍの神南山を駆け登る県内唯一
のタイムトライアル（距離約5.4㎞）によるオ
フロードコースを使用したサイクリングイベ
ントです。頂上付近からの景色は絶景です！

神南山アドベンチャー
hillclimb2021 レンタサイクル無料デー＆

サイクリングスタンプラリー

大洲市

☎
問 愛南町観光協会

HP https://ainan-marugoto.jp/
0895（73）0444

所 愛南町

難易度（初級１～上級５）

2～5

愛南町の豊かな自然と郷土の魅力ある文化
を楽しんでいただくため開催するサイクリ
ングイベントです。コースは、西海地区「西
海ふれあい公園」をスタートして「石垣の里

（外泊）」～「高茂岬」を巡る全長約30㎞の
絶景コースを予定しています。

サイクリング・パラダイス in
あいなん2021

愛南町

 内子町



問
☎

ツイードバイクまつやま実行委員会（事務局：NPO SSER）
所 松山市内

HP http://www.sser.jp089（960）6905

「もっと、おしゃれに自転車を愉しむ。そんなムーブメントがあっても好
いと思う。」をコンセプトにしてスタートしたツイードランまつやま。距
離は短く、自転車の特別なスキルも必要はないですが、参加資格にド
レスコードがあり、ツイードアイテムを着用がマスト。

ツイードバイクまつやま2022
難易度（初級１～上級５）

2
松山市

松山市

令和４年

1月
予定

未定



問
☎

ＮＰＯ法人シクロツーリズムしまなみ
所 松山市

HP http://www.cyclo-shimanami.com
0898（33）0069

2歳から5歳までのお子さんを対象としたランニングバイクの大会を
実施します。野外活動センターの芝生広場に愛媛を連想する難所を
設けたコースを設置し、年齢別によるレースを開催しますので、是非、
エントリーください。

レインボーハイランドカップ第8戦
しまなみランニングバイク選手権2022

難易度（初級１～上級５）

1

令和3年

10月
予定

令和3年

日1411
予定

愛媛サイクリングの日

令和3年

日1411
予定

愛媛サイクリングの日



問
☎

砥部町商工観光課　砥部焼観光係
所 砥部町

089（962）7288

砥部町内を拠点に、愛媛サイクリングの日に
合わせて、サイクリングイベントを開催予定。

TOBEサイクリング2021（仮称）
砥部町

令和3年

日1411
予定

愛媛サイクリングの日

難易度（初級１～上級５）

1～4

令和4年

２ 下旬月
予定

問
☎

大洲市サイクリング協会（事務局：大洲市観光まちづくり課）

HP http://www.city.ozu.ehime.jp/
0893（24）1717

所 大洲市

令和3年

10 下旬月
予定

令和3年

日1411
予定

愛媛サイクリングの日

令和3年

日1411
予定

愛媛サイクリングの日

問
☎

松野四万十バイクレース実行委員会（松野町ふるさと創生課内）
0895（42）1116

所 松野町

2～3

道の駅「虹の森公園まつの」から、松野町の
観光拠点である滑床渓谷を往復する約
32kmのサイクリングイベント。昼食は松野
町の特産物を使ったバイキングで、松野町

（滑床渓谷）の風景や美味しいものを満喫
できます。

松野滑床サイクリング
松野町

令和3年

日1411
予定

愛媛サイクリングの日

問
☎

鬼北町企画振興課
0895（45）1111

所 鬼北町

令和3年

11 中旬月
予定

問
☎

内子サイクリングイベント実行委員会
0893（44）3790

所 内子町

終日レンタサイクルを無料で貸出し。先着
100名のスタンプラリー達成者に地元で人
気のお土産をプレゼント。



チャリンコでお宝さがし！２人～４人のチー
ムで、「地図」を頼りに自転車に乗って町内
のポイントを巡り、「お題」をクリアできれ
ばポイントゲット。上位チームには豪華賞
品をプレゼント。

スカベンジャーハント
鬼北町 1

難易度（初級１～上級５）

難易度（初級１～上級５）

令和3年

10 中旬月
予定

令和3年

日1411
予定

愛媛サイクリングの日

サイクリングイベントBOX4

サ
イ
ク
リ
ン
グ



佐田岬広域観光推進協議会事務局（八幡浜市商工観光課、伊方町産業課）
佐田岬地域（八幡浜市、伊方町）

0894（22）3111（八幡浜市商工観光課）
0894（38）0211（伊方町産業課）

日本一細長い佐田岬半島の雄大な自然の中を走るサイクリングです。
佐田岬の魅力を地域のグルメとともに、ご家族や友人とお楽しみくだ
さい。

サイクリング佐田岬2021
八幡浜市・伊方町 難易度（初級１～上級５）

1～5

日

令和3年

269
予定



問
☎

所

HP http://www.sadamisaki.jp/cyclingparadise/index.php

5

HP

問
☎

『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
　　　　　　　　　　　　　　　　（愛媛県ロゲイニング協会）

所 松山市

089（904）8493
http://www.ehime-rogaining.jp/

サイクリングとロゲイニングを合体させた大会です。松山市内に点在する小説
『坂の上の雲』ゆかりの地などを自転車を使いながら回ります。地図と写真を参
考にポイントを探し、得点を獲得していく「宝さがし」のような感覚で楽しめます。


第7回『坂の上の雲』のまち松山
サイクルロゲイニング大会

松山市 難易度
（初級１～上級５） 2

HP https://toon-kanko.jp

9

問
☎

(一社)東温市観光物産協会
所 東温市

089（993）8054

東温市さくらの湯観光物産センターを
拠点に、愛媛サイクリングの日に合わせ
て、サイクリングイベントを開催します。

とうおんゆったりサイクリング
東温市

難易度
（初級１～上級５）

1～4

愛媛・高知両県にまたがるコース設定のマウンテンバイクの大会です。
最長のアルティメット部門は100㎞を超える林道・一般道を駆け抜け
る中で奥四万十の大自然を堪能できるコースとなっています。　

問
☎

松野四万十バイクレース実行委員会（松野町ふるさと創生課内）
所 松野町～四万十市西土佐地区

HP http://matsunoshimanto.com/
0895（42）1116


第6回松野四万十バイクレース

難易度（初級１～上級５） 4～5松野町

南予サイクリングイベント

大洲市の自然や文化を楽しめるコース設定としており、各エイドでは
地域の特産品を提供するなど大洲を満喫していただけるサイクリング
イベントです。

ツール・ド・ひじかわ2021
難易度（初級１～上級５）

2～5




問
☎

予土県境地域連携実行委員会（愛媛県南予地方局地域政策課）
所 予土県境５市町（宇和島市、鬼北町、松野町、四万十市、四万十町）

HP http://2riverview.com/
0895（28）6143

国道381号等で繋がる愛媛・高知の県境地域を舞台に、四万十川沿い
の豊かな自然が織り成す｢絶景｣と、地元特産品による｢おもてなし｣を
堪能できる大会です。

四万十・南予横断
2リバービューライド2021

宇和島市・鬼北町・松野町
難易度（初級１～上級５）

4

問
☎

西予市教育委員会 野村教育課

HP https://www.city.seiyo.ehime.jp/
0894（72）1117

所 西予市野村町・城川町

難易度（初級１～上級５）

2～4

市内の里と山を巡り、さわやかな風を感じ
つつジオポイントを楽しみながら起伏･変
化のあるコースをお楽しみください。

サイクリング in
四国西予ジオパーク

西予市

大洲市

問
☎

大洲市サイクリング協会（事務局：大洲市観光まちづくり課）

HP http://www.city.ozu.ehime.jp/
0893（24）1717

所 大洲市（新谷神南山）

難易度（初級１～上級５）

1
難易度（初級１～上級５）

標高654ｍの神南山を駆け登る県内唯一
のタイムトライアル（距離約5.4㎞）によるオ
フロードコースを使用したサイクリングイベ
ントです。頂上付近からの景色は絶景です！

神南山アドベンチャー
hillclimb2021 レンタサイクル無料デー＆

サイクリングスタンプラリー

大洲市

☎
問 愛南町観光協会

HP https://ainan-marugoto.jp/
0895（73）0444

所 愛南町

難易度（初級１～上級５）

2～5

愛南町の豊かな自然と郷土の魅力ある文化
を楽しんでいただくため開催するサイクリ
ングイベントです。コースは、西海地区「西
海ふれあい公園」をスタートして「石垣の里

（外泊）」～「高茂岬」を巡る全長約30㎞の
絶景コースを予定しています。

サイクリング・パラダイス in
あいなん2021

愛南町

 内子町



問
☎

ツイードバイクまつやま実行委員会（事務局：NPO SSER）
所 松山市内

HP http://www.sser.jp089（960）6905

「もっと、おしゃれに自転車を愉しむ。そんなムーブメントがあっても好
いと思う。」をコンセプトにしてスタートしたツイードランまつやま。距
離は短く、自転車の特別なスキルも必要はないですが、参加資格にド
レスコードがあり、ツイードアイテムを着用がマスト。

ツイードバイクまつやま2022
難易度（初級１～上級５）

2
松山市

松山市

令和４年

1月
予定

未定



問
☎

ＮＰＯ法人シクロツーリズムしまなみ
所 松山市

HP http://www.cyclo-shimanami.com
0898（33）0069

2歳から5歳までのお子さんを対象としたランニングバイクの大会を
実施します。野外活動センターの芝生広場に愛媛を連想する難所を
設けたコースを設置し、年齢別によるレースを開催しますので、是非、
エントリーください。

レインボーハイランドカップ第8戦
しまなみランニングバイク選手権2022

難易度（初級１～上級５）

1

令和3年

10月
予定

令和3年

日1411
予定

愛媛サイクリングの日

令和3年

日1411
予定

愛媛サイクリングの日



問
☎

砥部町商工観光課　砥部焼観光係
所 砥部町

089（962）7288

砥部町内を拠点に、愛媛サイクリングの日に
合わせて、サイクリングイベントを開催予定。

TOBEサイクリング2021（仮称）
砥部町

令和3年

日1411
予定

愛媛サイクリングの日

難易度（初級１～上級５）

1～4

令和4年

２ 下旬月
予定

問
☎

大洲市サイクリング協会（事務局：大洲市観光まちづくり課）

HP http://www.city.ozu.ehime.jp/
0893（24）1717

所 大洲市

令和3年

10 下旬月
予定

令和3年

日1411
予定

愛媛サイクリングの日

令和3年

日1411
予定

愛媛サイクリングの日

問
☎

松野四万十バイクレース実行委員会（松野町ふるさと創生課内）
0895（42）1116

所 松野町

2～3

道の駅「虹の森公園まつの」から、松野町の
観光拠点である滑床渓谷を往復する約
32kmのサイクリングイベント。昼食は松野
町の特産物を使ったバイキングで、松野町

（滑床渓谷）の風景や美味しいものを満喫
できます。

松野滑床サイクリング
松野町

令和3年

日1411
予定

愛媛サイクリングの日

問
☎

鬼北町企画振興課
0895（45）1111

所 鬼北町

令和3年

11 中旬月
予定

問
☎

内子サイクリングイベント実行委員会
0893（44）3790

所 内子町

終日レンタサイクルを無料で貸出し。先着
100名のスタンプラリー達成者に地元で人
気のお土産をプレゼント。



チャリンコでお宝さがし！２人～４人のチー
ムで、「地図」を頼りに自転車に乗って町内
のポイントを巡り、「お題」をクリアできれ
ばポイントゲット。上位チームには豪華賞
品をプレゼント。

スカベンジャーハント
鬼北町 1

難易度（初級１～上級５）

難易度（初級１～上級５）

令和3年

10 中旬月
予定

令和3年

日1411
予定

愛媛サイクリングの日

サイクリングイベントBOX 5

サ
イ
ク
リ
ン
グ



参加型サイクリングサイト
愛媛マルゴト自転車道

TOP画面

愛媛マルゴト自転車道

https://ehime-cycling.jp/

県と各市町が連携し、サイクリング25コースを設定
し、安全で快適なサイクリングをご紹介しています。

東温市

伊予市

八幡浜市
伊方町

伊予市
大洲市
八幡浜市
伊方町

砥部町

松山市

松野町

宇和島市
鬼北町
松野町

久万高原町

新居浜市
四国中央市

今治市
上島町

3

西条市
2

1

45

9
7





大洲市



8

砥部町
伊予市
内子町

松山市
松前町
砥部町
東温市

6



愛南町


鬼北町

内子町


西予市






愛媛の景勝ラインであるメロディーライン・夕やけこやけラインを走る
エイドも充実したサイクリングをお楽しみ下さい。本大会は21世紀の
若者の体力作りの一環として自己のペースで、交通ルールを守って完
走し、あわせてサイクルスポーツの普及拡大を目的とします。

問
☎

愛媛県サイクリング協会
所 伊予市森～伊方町三崎

070（5354）3752


2021愛媛ライド

難易度（初級１～上級５）

２～5
伊予市・大洲市・八幡浜市・伊方町

砥部町松山南高校砥部分校をスタートし、砥部町広田上尾トンネル前
をゴールとする、全長約80kmの山岳コース。標高差406m伊予市大
平ヒルクライムは最大の難所かつ最高の醍醐味。

問
☎

愛媛県サイクリング協会

所 ハーフセンチュリーコース：砥部町～伊予市～内子町～砥部町
ショートコース：砥部町～伊予市～砥部町

070（5354）3752


愛媛スポーツ・レクリエーション祭2021

難易度（初級１～上級５） 4～5砥部町・伊予市・内子町

日

令和3年

711

中南予サイクリングイベント
日

令和3年

59

サイクリングイベントBOX6

サ
イ
ク
リ
ン
グ



参加型サイクリングサイト
愛媛マルゴト自転車道

TOP画面

愛媛マルゴト自転車道

https://ehime-cycling.jp/

県と各市町が連携し、サイクリング25コースを設定
し、安全で快適なサイクリングをご紹介しています。

東温市

伊予市

八幡浜市
伊方町

伊予市
大洲市
八幡浜市
伊方町

砥部町

松山市

松野町

宇和島市
鬼北町
松野町

久万高原町

新居浜市
四国中央市

今治市
上島町

3

西条市
2

1

45

9
7





大洲市
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砥部町
伊予市
内子町

松山市
松前町
砥部町
東温市

6



愛南町


鬼北町

内子町


西予市






愛媛の景勝ラインであるメロディーライン・夕やけこやけラインを走る
エイドも充実したサイクリングをお楽しみ下さい。本大会は21世紀の
若者の体力作りの一環として自己のペースで、交通ルールを守って完
走し、あわせてサイクルスポーツの普及拡大を目的とします。

問
☎

愛媛県サイクリング協会
所 伊予市森～伊方町三崎

070（5354）3752


2021愛媛ライド

難易度（初級１～上級５）

２～5
伊予市・大洲市・八幡浜市・伊方町

砥部町松山南高校砥部分校をスタートし、砥部町広田上尾トンネル前
をゴールとする、全長約80kmの山岳コース。標高差406m伊予市大
平ヒルクライムは最大の難所かつ最高の醍醐味。

問
☎

愛媛県サイクリング協会

所 ハーフセンチュリーコース：砥部町～伊予市～内子町～砥部町
ショートコース：砥部町～伊予市～砥部町

070（5354）3752


愛媛スポーツ・レクリエーション祭2021

難易度（初級１～上級５） 4～5砥部町・伊予市・内子町

日

令和3年

711

中南予サイクリングイベント
日

令和3年

59

上島町
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四国中央市
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西条市
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えひめイベントBOX8

東
予

かわのえ夏まつり
花火大会

四
国
中
央
市

東予
中予

南予

四国の高速道路「発祥の地」で道路交通・物流の中心地として機能しており、四国 4 県
の県庁所在地から約１時間と交通の要衝となっています。
三島・川之江地域は日本一の紙の生産地、土居地域は里芋や五葉松の産地であり、新宮
地域は国際品評会で金賞となった新宮茶の産地です。

四国中央市
S H I K O K U C H U O  C i t y

四国中央市のプロフィール
面　積：420.57km²
特産品：水引・手漉き和紙・
紙加工品・不織布・里芋・五
葉松・新宮茶・いわし・地酒 市章

四国中央市

年間の主なイベント一覧

詳細MAP

01 四国中央市

令和3年

（予定）
6月下旬

サ
マ
ー
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル

川之江の夏祭りは、その昔、お伊勢さんの「おいせや」祭
りが始まりです。現在は、四国中央市をはじめ、協賛企業、
関係機関の協力により開催されています。

愛媛県内では早い時期に開催される花火大会です。川之
江港から燧灘の夜空に打ち上げられ、尺玉と呼ばれる 30
㎝玉、スターマインなど豪華華麗な約 3,000 発の花火が
夏の夜空を彩ります。ひと足早く夏の涼を満喫すること
ができます。

イベント内容

いわれ・開催趣旨

DATA

●

●

●
●

●

5 9
11

丸住製紙

川之江
郵便局

JR川之江駅

J
R
予
讃
線

川之江高

川之江
城山公園

川之江港
（花火打ち上げ場所）所 四国中央市川之江町

問 四国中央市川之江
 観光協会

 0896（77）5003

開催日 イベント名
3/28（日） 

（中止時4/11（日）に延期予定） 塩塚高原山焼き

6/6（日）（予定） 霧の森お茶まつり

6月上旬〜 11月上旬
(不定期開催) 塩塚高原パラグライダー体験教室

6月中旬〜下旬（予定） 新宮あじさい祭り

6月下旬（予定） かわのえ夏まつり花火大会

7月上旬（予定） みなと祭

7/25（日） 書道パフォーマンス甲子園 
（全国高等学校書道パフォーマンス選手権大会）

7/31（土）・8/1（日） 四国中央紙まつり

8月上旬（予定） 湖水まつり

開催日 イベント名
8月下旬（予定） 翠波高原コスモス祭

10/13（水）〜15（金） 川之江秋まつり

10/13（水）〜15（金） 四国中央市土居秋祭り

10/20（水）〜23（土） 伊予三島秋祭り

10/31（日） 子育てフェスタ2021

10月下旬（予定） てらの・金砂湖畔広場感謝祭

10月下旬（予定） 四国中央スカイラン2021

10月下旬（予定） 別子・翠波はな街道サイクリング2021

11月上旬（予定） 霧の森秋の大収穫祭

11/20（土）・21（日）（予定） 四国中央市産業祭＆JAうまグリーンフェスタ

●●●●ピックアップイベントお す すめ
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ピックアップイベントBOX 9

東
予
四
国
中
央
市

子育てフェスタ2021

DATA

伊予三島運動公園体育館
四国中央市こども課 
0896（28）6027

所
問

未来を担う子どもの健全育成を図るために、子育て支援に関わる各種団
体のネットワークと、子育て親子の交流や子育てを楽しむ環境づくりを
目的として開催しています。

いわれ・開催趣旨

毎年人気の「赤ちゃんはいはいレース」や「ステージショー」など、親
子で一緒に楽しめるイベントが行われます。また、子育て支援に関わる
さまざまな団体の出展もあり、子育てに関する情報発信もしています。
その他、飲食等のブースも出店予定です。※コロナにより変更する場合
があります。

イベント内容

三島公園桜まつり

毎年 4 月の第 1 日曜に、桜の名所、三島公園で桜まつりが盛大に行
われます。桜の花が咲き始めるシーズンになると、ぼんぼりや提灯が
灯され、夜桜を楽しめます。

約 500 本の桜が植えられ、満開の桜と瀬戸内海を同時に楽しむこと
ができる園内で、地元で活動する磐座太鼓や津軽三味線の演奏、お茶
席などが行われます。※コロナにより変更する場合があります。

イベント内容

いわれ・開催趣旨

DATA

● 三島公園

四国中央市役所
スーパーホテル
四国中央

松山自動車道

JR予
讃線

JR伊予三
島駅

三島港

123

333

125

11

319

11

● 三島川之江IC

三島高 中曽根小

大王製紙四国本社

●

●

●

●

詳細MAP

三島公園
四国中央市三島観光協会 
0896（77）5003

所
問

てらの・金砂湖畔広場
感謝祭

大自然に抱かれた景観の法皇湖（富郷ダム）に面する「てらの湖畔広場」
と、四国山地と法皇山脈の間に横たわる湖「金砂湖畔公園」で開催さ
れるイベントです。夏と秋の年２回開催し、夏の開催地は隔年で変更
します。地元食材を活かした田舎料理のほか、魚のつかみ取り、サイ
クリングや産直市なども行われます。

イベント内容

ダム水源地域の自然、文化、歴史、産業等の特性を活かし、地域活性
化を促すことを目的に開催されています。

いわれ・開催趣旨

DATA
●

●

●

下長瀬
あじさい公園

きんこん館
スカイフィールド富郷 金砂湖

法皇湖

銅
山
川

てらの湖畔広場

金砂湖畔公園 319

6
126●

●

詳細MAP詳細MAP

てらの湖畔広場 
金砂湖畔公園
四国中央市
観光交通課内
0896（28）6187

所

問

11

11

124

123

126 ●

●

●

JR伊予三島駅JR予讃線

四国中央署

大王製紙

四国中央市役所

伊予三島
運動公園
体育館

●

詳細MAP

令和3年

4 4日

令和3年

1031日

子
育
て
・
食
イ
ベ
ン
ト

産
業
ま
つ
り
・
食
イ
ベ
ン
ト

産
業
ま
つ
り
・
食
イ
ベ
ン
ト

令和3年

（予定）
10月下旬
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えひめイベントBOX10

東
予

新居浜太鼓祭り

新
居
浜
市

新居浜市は人口 12 万人、北に瀬戸内海の燧灘、南に赤石山系の山々があり、自然豊かなまち
です。元禄４年の別子銅山開坑以来、住友関連企業を中心とした四国屈指の工業都市として
発展しています。マイントピア別子などの観光施設では、楽しみながら別子銅山の歴史を学ぶ
ことができます。また、10 月の新居浜太鼓祭りでは、市内全域が祭りムード一色となります。

新居浜市
N I I H A M A  C i t y

年間の主なイベント一覧
開催日 イベント名

令和3年3月上旬〜12月
下旬（予定）
令和4年3月上旬〜12月
下旬（予定）
※期間中毎日運行

東洋のマチュピチュ「東平」観光バスツアー

4月〜5月（予定） 2021年度広瀬歴史記念館企画展
中止 あかがねミュージアム特別企画展
5月上旬〜下旬 マイントピア別子しゃく薬まつり
5月中旬（予定） 森林公園ゆらぎの森パーゴラ藤祭り
6月上旬（予定） 池田池菖蒲まつり
7/3（土）〜8/29（日）（予定） あかがねミュージアム特別企画展
7月下旬の土曜日（予定） 喜光地商店街稲荷市
8月上旬（予定） 第40回にいはま夏まつり
8月中旬 マイントピア別子鹿の子百合まつり

令和3年

祭
事
・
伝
統
行
事 四国三大祭りの一つに数えられる世界に誇る伝統文化行事

です。金糸で刺繍された豪華絢爛な布団締めや幕を付けた
太鼓台は、高さ約 5.5m、長さ約 12 ～ 13 ｍ、幅約 3.4 ｍ、
重さ約 3 ｔで、約 150 人の「かき夫」と呼ばれる男たち
が支え担ぎます。祭り期間中は全国各地から観光客が集ま
り、市内は祭り一色となって太鼓の音が鳴り響きます。

イベント内容

太鼓台の起源は、資料では確認されていませんが、地域の
伝承によると、祭礼の時、神輿に供奉する山車の一種で信
仰を対象にした神輿渡御の際、その列に参加して厳かに供
奉し、豊年の秋を感謝して氏神に奉納していたもので、そ
の起源は鎌倉時代、あるいは平安時代まで遡るといわれて
います。

いわれ・開催趣旨

新居浜市のプロフィール
面　積：234.50km²
特産品：七福芋・地酒・えび天・
御栗タルト

市章

開催日 イベント名

8月下旬の土日 第10回高校生笑い日本一決定戦
笑顔甲子園“絆”in 新居浜

9月上旬〜10月中旬（予定） 新居のいもだき
9月〜11月（予定） 第52回新居浜市民体育祭
10/15（金）〜18（月） 新居浜太鼓祭り
11月第2日曜日 別子校区産業文化祭
11月下旬（予定） マイントピア別子冬の桜まつり・物産展
12月上旬（予定） にいはま農業まつり
12月上旬（予定） 第5回あかがねマラソン
12月上旬〜2月下旬（予定） マイントピア別子ウィンター・イルミネーション
1/10（月）（成人の日） とうどおくり
1月下旬（予定） 新居浜凧あげ大会
1月下旬の日曜日（予定） はまさいフェスティバル
2/9（水）（予定） 第29回ふぐ供養祭

02 新居浜市

1015金

～18月

DATA
所 市内一円
問 新居浜市運輸観光課

 0897（65）1261
 https://www.city.niihama.lg.jp/

東予
中予

南予
新居浜市
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ピックアップイベントBOX 11

東
予
新
居
浜
市

子育て・食イベント

マイントピア別子
冬の桜まつり・物産展

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。

イベント内容

マイントピア別子には 200 本に余る冬桜があり、11 月～ 1 月にか
けて、可憐で清楚な花を咲かせます。新日本百景の一つに数えられる
別子ラインの紅葉を楽しみながら…また、木枯し吹く寒風の中でのお
花見…と、平素経験できない珍しいお花見を体験ください。

いわれ・開催趣旨

DATA

47

別子銅山
記念館

松山自動車道
新居浜IC

●

マイントピア
別子
マイントピア
別子

●銚子の滝

広瀬歴史記念館

11

●

●

第10回高校生笑い日本一決定戦
笑顔甲子園“絆”in 新居浜

落語、漫才、コント等の高校生によるお笑いパフォーマンスコンテス
ト。土曜日に予選バトル、日曜日に準決勝、決勝バトルが行われます。
ゲスト審査員によるお笑いライブもあります。
※新型コロナウイルス感染症の影響によりイベントが中止となる場合
があります。

イベント内容

地域に「笑いの文化」を根付かせ、人と人をつなぐ「笑顔」と「元気」
を生み出し、「笑顔輝くまちづくり」を推進します。

いわれ・開催趣旨

DATA

地
域
お
こ
し
イ
ベ
ン
ト

花
イ
ベ
ン
ト

東洋のマチュピチュ
「東

と う

平
な る

」観光バスツアー

かつて別子銅山の採鉱本部が置かれ、山の町として賑わっていた東平。
多くは自然に還りましたが、貯鉱庫跡などその一部が現存していま
す。山中に突然現れる重厚な産業遺産の石積みや生活文化の遺構から、

「東洋のマチュピチュ」と称される人気のスポットを、「天空の語り部」
と呼ばれるガイド付きで巡るバスツアーです。かつて賑わいを見せた
山の町に思いを馳せてみませんか。（往復を含む約２時間のコース）

イベント内容

東平ゾーンへの道は、山道で、道幅が大変狭いため、安全で安心なバ
スの利用をオススメしています。語り部さんの説明はわかりやすく、
楽しく別子銅山の歴史を知ることができます。
※四国八十八景に選ばれました。

いわれ・開催趣旨

DATA

マイントピア別子
しゃく薬まつり

40 種類約 30,000 本のしゃく薬があります。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 300 円）

イベント内容

マイントピア別子には、40 種類約 30,000 本のしゃく薬があります。
その規模は四国最大級といわれています。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。

いわれ・開催趣旨

DATA
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の土日

詳細MAP

詳細MAP

所 マイントピア別子しゃく薬園
問 マイントピア別子

 0897（43）1801
 https://besshi.com/

所 市民文化センター中ホール、大ホール
問 笑顔甲子園実行委員会
　 （ハートネットワーク内）

 0897（32）7777
 http://www.egaokoshien.jp/index.php

所 マイントピア別子・東平ゾーン（端出場ゾーン発着）
問 マイントピア別子

 0897（43）1801
 https://besshi.com/

　  sangyoisan/bus/

所 マイントピア別子
問 マイントピア別子

 0897（43）1801
 https://besshi.com/
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西条まつり

西
条
市

北に瀬戸内海を望み、南は石鎚山系や高縄山系を背にした、風光明媚な西条市。自然環
境だけでなく、「名水百選」にも認定されている自噴水「うちぬき」をはじめ、松平氏や
一柳氏の陣屋町として栄えた面影を今に伝える数々の歴史遺産など、観光資源にも恵ま
れている西条市は、四季折々の見どころ、遊びどころが盛りだくさんです。

西 条 市
S A I J O  C i t y

年間の主なイベント一覧
開催日 イベント名

3月下旬〜4月上旬 武丈公園の観桜（花見）
4月中旬〜下旬 法安寺牡丹大鑑賞会
4/29（木）（昭和の日） 第20回産業文化フェスティバル
4月下旬〜5月上旬 観音堂のふじ（花見）
7/1（木）〜10（土） 石鎚山お山開き
7/31（土） にゅうがわ花火大会
7月最終日曜日又は
8月最終日曜日（予定） 小松町ふるさと祭り

8月上旬（予定） 丹原七夕夜市
8/17（火） 市民納涼花火大会
8月中旬〜10月上旬 加茂川いもたき
8月下旬（予定） ふりむけば壬生川

令和3年

祭
事
・
伝
統
行
事

①（嘉母神社・子供太鼓台 6 台）10 日（予定）9 時頃嘉
母神社で宮出し、17 時頃宮入②（石岡神社・だんじり27
台・みこし 2 台）15 日 4 時頃桜の馬場で宮出し、統一行
動後 16 時頃桜の馬場で宮入③（伊曽乃神社・だんじり77
台・みこし 4 台）15 日 2 時頃伊曽乃神社で宮出し、16 日
2 時頃常心お旅所で宮出し、統一行動後 17 時頃加茂川で
宮入④（飯積神社・太鼓台 11 台）17 日 4 時頃飯積神社
前で宮出し、16 時頃飯積神社前宮入

西条にだんじり等が出現したのは江戸中期とされ、1700
年代の古文書が残っています。西条藩主も祭礼を支持し、
1800 年代の古文書や絵巻物には祭礼の様相が詳しく記さ
れており、刺繍、彫刻、染色、漆塗等で飾られた精巧なだ
んじり等であったことが分かります。西条まつりは時代の
変遷とともに進歩・発展を遂げてきましたが、古くからの
伝統文化は今も大切に受け継がれています。

いわれ・開催趣旨

イベント内容

開催日 イベント名
9/1（水）〜10月上旬（予定） 中山川いもたき
10/9（土）・10（日）・
14（木）〜17（日）（予定） 小松秋まつり

10/9（土） 第28回東予秋祭り統一運行
10/9（土）・10（日）、
10/14（木）〜17（日） 西条まつり

11/3（水）（文化の日）（予定） 丹原柿まつり
11月上旬（予定） いしづち山麓SWEETライド2021
11/13（土）・14（日）（予定） 第63回西条市産業祭
11/20（土）・21（日）（予定） 伊予西条鉄道フェスタ2021
11/21（日）（予定） 西山興隆寺もみじ祭り
11/23（火）（勤労感謝の日） 里と山の文化祭
12月下旬〜1月上旬（予定） スノーカーニバル in 石鎚（仮）

DATA
所 西条市内一円
問 西条市観光振興課

 0897（52）1690
 https://www.city.saijo.ehime.jp/

問 西条市観光物産協会
 0897（56）2605
 https://www.saijo-imadoki.jp/

東予
中予

南予

西条市のプロフィール
面　積：509.07km²
特産品：柿・キウイフル－ツ・いちご・七草・
絹かわなす・きゅうり・アスパラ・
ほうれん草・裸麦・米・のり・ワタリガニ 市章

西条市

西
条
ま
つ
り

西
条
ま
つ
り
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西
条
市

子育て・食イベント

スノーカーニバル
in 石鎚（仮）

以下のイベントを各日で開催予定。①スキー＆スノーボード初心者教
室　②ピクニック園地開放　ゲレンデを開放し、宝探しゲーム等の実
施　③体験プログラム　・雪の森散策・石鎚山スターナイトツアー
※内容の詳細については、今後実行委員会で検討予定。

イベント内容

まちのシンボル「石鎚山」にある石鎚スキー場で地域振興を目的に開
催しています。石鎚スキー場は、標高が約 1,400 ｍで良質な雪に恵ま
れています。瀬戸内海を見下ろし、晴れた日には中国地方まで見渡せ
る贅沢な大パノラマと白銀に包まれた石鎚山系の雄大な自然の中で思
いっきり楽しむことができます。

いわれ・開催趣旨

DATA

小松町ふるさと祭り

大名行列をメインに、浴衣まつり（浴衣・甚平でお越しの方先着 250
名にバザー券贈）、スイカ割り、うなぎつかみ取り、パノラミックフラ
イト（高所作業車試乗）、白バイ試乗、チャリティー納涼茶会、ダンス、
法螺貝などが開催され、最後の宝投げでイベントを締めくくります。
ビヤガーデン、焼きそば、かき氷などの各種バザーや金魚すくい、ヨー
ヨー釣りなどの露店も出店しています。

イベント内容

昭和 38 年の商工まつりが始まりで、昭和 58 年に小松音頭と踊りがで
き、同時に大名行列が始まり現在に至ります。平成 22 年にはダンス

「KOMATSU-BAYASHI」ができ、ますます祭りを盛り上げています。
今回から開催日を１日に短縮し、一万石城下町として栄えた小松藩政時
代に思いを馳せる「大名行列」をメインに、内容を凝縮して開催します。

いわれ・開催趣旨

DATA

サ
マ
ー
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
　

ス
ポ
ー
ツ
イ
ベ
ン
ト

丹原七夕夜市

長く続いた丹原の七夕飾りの伝統を受け継ぎ、令和元年から、子ども
たちに素敵な夏の思い出を作ること、また、地域の活性化を目的とし
て、地域の有志により開催されています。

いわれ・開催趣旨

DATA

にゅうがわ花火大会

“市民の花火　歴史と伝統の継続　子どもたちに夢と希望を”を合言
葉に約 6,000 発の花火が打ち上げられます。当日は近隣のよさこい
連が 18 時 30 分から踊りを披露する予定です。また、壬生川駅正面
線に屋台が並び賑わいを見せます。

イベント内容

露店が立ち並び愛媛プロレス等のイベントで会場が賑わいます。 
●愛媛プロレスや太鼓のイベント　●煙り吐くドラゴン（両日） 
●宝投げ（両日） 　　　　　　　　●各種バザー、露店（両日）

イベント内容

今までは、おかげん祭として神事に合わせて開催されてきた「西条市
おかげん祭市民花火大会」ですが、社会状況の変化により、令和元年
から「にゅうがわ花火大会」に名称変更しました。趣旨を引き継ぎ夏
の風物詩として、毎年 7 月末の土曜日に開催しております。

いわれ・開催趣旨

DATA

サ
マ
ー
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル

サ
マ
ー
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル

令和3年

所 JR壬生川駅正面線（旭新開内）
問 にゅうがわ花火大会実行委員会

 0898（65）5847
 https://www.okagenn.com/

所 小松町中町・駅前通り商店街
問 小松町ふるさと祭り実行委員会

 0898（72）2119
 http://www.shusou.or.jp/

所 丹原小学校グラウンド（予定）
問 丹原七夕夜市実行委員会（大亀）

 080（6379）5218

所 石鎚ピクニック園地
問 西条市観光振興課

 0897（52）1690
 https://www.city.saijo.ehime.jp/
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第20回記念瀬戸内しまなみ
海道スリーデーマーチ

今
治
市

今治市は、歴史文化遺産や美術館、博物館など多くの観光施設に加え、緑豊かな自然
にも恵まれています。日本三大急潮の一つ来島海峡が育てた魚介類や、天然の湯が
心と体を癒す温泉、タオル・造船をはじめとした地場産業など自慢がいっぱいです。 
また、瀬戸内しまなみ海道は「サイクリストの聖地」として、国内外の多くのファンを
魅了しています。

今 治 市
I M A B A R I  C i t y

年間の主なイベント一覧
開催日 イベント名

4/17（土）・18（日）（予定） 伯方の春市（伯方）
4/17（土）・18（日）（予定） いまばり緑化フェア2021×アースマルシェ（今治）
4/17（土）〜19（月） 島四国へんろ市（吉海・宮窪）
4月下旬（予定） 半島四国八十八ヶ所めぐり（波方）
5月中旬（予定） バラ祭りよしうみ2021（吉海）
5月 今治地方春祭り（今治）
7月中旬（予定） 三島水軍鶴姫まつり（大三島）
7月下旬（予定） 水軍レース大会（宮窪）
7月下旬（予定） サマーフェスタ in かみうら2021（上浦）
8/13（金）（予定） はかた夏まつり（伯方）
8/15（日） やったるDAY！inよしうみ（盆踊り・花火大会）
8月中旬（予定） ザ・BONフェスタ（玉川）
8月中旬（予定） あさくらサマーフェスタ2021（朝倉）
8/22（日）（予定） 今治ジャズタウン（今治）

8/29（日） 瀬戸内しまなみ海道 今治伯方島トライアス
ロン2021（伯方）

10/1（金）〜3（日） 第20回記念瀬戸内しまなみ海道スリーデーマーチ
（しまなみ海道周辺）

令和3年

ス
ポ
ー
ツ
イ
ベ
ン
ト

今治市、尾道市、上島町が協力して開催するウオーキング
大会で、全国で開催される日本マーチングリーグ 18 大会
の一つです。短距離から長距離まで多彩なコースが設定さ
れ、来島海峡大橋を渡るコースはまるで空中散歩をしてい
るような気分で、瀬戸内の島々の絶景や多島美を堪能でき
ます。また、全国各地から参加しているウオーカーたちと
の交流が楽しめるのも大きな魅力です。

イベント内容

世界に誇る多島美、芸予の島々と先端技術の粋を集めた長
大橋群が織りなす海の道「瀬戸内しまなみ海道」を舞台に、
心と体の健康づくりと豊かな自然や歴史、文化、人情との
ふれあいを目指したウオーキング大会です。

いわれ・開催趣旨

開催日 イベント名
10/3（日）（予定） 第35回今治シティマラソン（今治）

10/17（日）（予定） "いまばり環境フェスティバル2021 
～Imabari Recycling Day～"

10/17（日）（予定） おおにしフェスタ2021（大西）
10/17（日）（10月の第3日曜日） 菊間祭り（お供馬の走り込み）（菊間）
11/7（日）（予定） 朝倉ふれあいフェスタ2021（朝倉）
11/7（日）（予定） 玉川ふれ愛まつり（玉川）
11月上旬（予定） 愛媛サイクリングの日
11/20（土）・21（日）（予定） 波方産業文化祭（波方）
11/27（土）（予定） いまばり人権啓発フェスティバル2021
12/5（日）（予定） 2021鈍川渓谷グルメマラソン（玉川）
４月〜10月【乗船は前日までの完全
予約制※最小出航人数５名以上】 来島海峡急潮体験（今治）

通年（冬期運行制限有り） 来島海峡急流観潮船（吉海）
通年（月曜日・年末年始（12/31
〜1/3）は休） 能島水軍潮流体験（宮窪）

DATA
所 今治市内及びしまなみ海道沿線
問 瀬戸内しまなみ海道スリーデーマーチ実行委員会(今治市観光課内）

 0898（36）1515
 http://www.shimanami3dm.jp/

東予中予

南予

今治市のプロフィール
面　積：419.90km²
特産品：今治タオル・桜井漆器・
菊間瓦・鯛・アコウ・ハゼ・エビ・
アサリ・セト貝・レンコン・梨 市章
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東
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今
治
市

子育て・食イベント

バラ祭りよしうみ2021

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。

イベント内容

DATA

今治地方春祭り

三継ぎ、四継ぎと高くなっていく継ぎ獅子はスリルと迫力があります。
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。

イベント内容

DATA

祭
事
・
伝
統
行
事

花
イ
ベ
ン
ト

菊間祭り
（お供馬の走り込み）

DATA

愛媛県と広島県の間にある芸予諸島の 8 つの島を 9 本の橋でつない
だ「瀬戸内しまなみ海道」。「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、オリンピック・ディスタン
ス 51.5km（スイム 1.5km・バイク 40.0km・ラン 10km）を駆け
抜けるトライアスリートを、島民総出でおもてなしする感動あふれる
スポーツイベントです。

イベント内容

菊間町加茂神社の祭事として行われる「お供馬の走り込み」は、愛媛
県無形民俗文化財の指定を受けた伝統行事で、祭用の鞍や装飾具を着
けた馬に、３～ 15 歳までの少年が乗子（騎手）となり、「ホイヤー、
ホイヤー」の勇ましいかけ声とともに 300m の参道を駆け抜けます。

イベント内容
本大会は、「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」の成功を受け、引き続き、伯方島において開催す
るもので、全国のトライアスリートを「瀬戸内しまなみ海道」に呼び
込み、交流人口を拡大するとともに、誘客に向けた取組みを展開する
ことにより、瀬戸内しまなみ海道沿線地域の活性化を図ります。
日本有数の景観を備える「瀬戸内しまなみ海道」の地域資源やポテン
シャルを活かし、魅力的なコースを設定して今治伯方島の魅力を広く
全国に PR します。

いわれ・開催趣旨

DATA

祭
事
・
伝
統
行
事

令和3年

所 今治市伯方Ｓ・Ｃパーク周辺
問 今治伯方島トライアスロン実行委員会
　  （今治市観光課内）

 0898（36）1515
 https://imabari-triathlon.com/

所 今治市内各神社
問 今治市観光課

 0898（36）1541
 https://www.city.imabari.

　  ehime.jp/kanko/tsugi/

所 加茂神社
問 今治市菊間支所

 0898（54）3450

所 よしうみバラ公園
問 今治市吉海支所

 0897（84）2111

令和3年

令和3年

8 29日

大三島IC

伯方島IC

しまなみ海道

道の駅多々羅
しまなみ公園

●

大三島

伯方島

大島
伯方S・Cパーク
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菊間小

JR菊間駅JR菊間駅

菊間中

加茂神社

菊
間
川

至松山 至今治

● ●

●

196

詳細MAP

瀬戸内しまなみ海道
今治伯方島
トライアスロン 2021

スポーツイベント

10 17日
（10月第3日曜日）

5月
令和3年

5月中旬
（予定）

よしうみバラ公園よしうみバラ公園 317

大島北IC

大島南IC

●

●

吉海支所

49

西瀬戸自動車道

大島

詳細MAP
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東
予

いわぎ桜まつり

上
島
町

上島町はしまなみ海道のすぐ横に位置する、大小 25 の島で形成されている「島のまち」で、
定期船で島々をのんびり巡ることができます。弓削島には「快水浴場百選」の松原海水浴場。
岩城島は桜の名所、青いレモンの産地。生名島はスポーツ施設が充実。魚島は瀬戸内随一
の鯛の漁場として有名。瀬戸内屈指の多島美を誇る上島にぜひ、お越しください。

上 島 町
K A M I J I M A  T o w n

年間の主なイベント一覧
開催日 イベント名

4/1（木）〜11日（日） いわぎ桜まつり

4/18（日） 弓削島四国

4/21（水） 東京2020オリンピック聖火リレー

4月下旬〜5月上旬 弓削漁協おさかな朝市

5/5（水）（こどもの日） 弓削東泉寺薬師祭（おやくっさん）

5/12（水）（予定）
※旧暦の3/21 佐島・生名島・岩城島四国

5月（予定） 愛媛マンダリンパイレーツ公式戦

6月（予定） あじさいサイクリング

7/18（日）（予定） 松原海水浴場海開きイベント

8/7（土）（予定） 第35回かみじまふるさと夜市

令和3年

花
イ
ベ
ン
ト

「郷土を美しくしよう」という篤志家故前田重作翁の意志
を受け継いだ青年団、老人クラブ、同級会などの有志が
永々と桜を植え続け、積善山登山道を彩る桜並木はその数
3,000 本を超えました。この美しい桜を町内外の人に見て
いただこうと開催しています。

いわれ・開催趣旨

開催日 イベント名

8/8（日）（山の日）（予定） 第23回ゆげシーサイドフェスティバル

8/15（日) テンテコ踊り

8月中旬（予定） 「Love&Beat　LIVE！2021」
（ビアガーデン＆ライブ）

10月上旬〜下旬（予定） 秋祭り（町内各地区）

12月（予定） かみじまパンフェス

1/1（土）(元旦) 新春走り初め大会

1月初旬〜中旬（予定） 弓祈祷、とんど（町内各地区）

1/16（日）（予定）2021未定 第65回上島町ゆめしま海道駅伝大会

3月初旬（予定）2021.3
は延期　第34回のまま 第34回ゆめしま海道いきなマラソン

3月（予定） ゆめしまサイクル2022 in かみじま

DATA
所 岩城島　積善山　岩城桜公園～積善山山頂
問 上島町せとうち交流館(商工観光課)

 0897（77）2252
 https://www.kamijima.info

東予
中予

南予

上島町のプロフィール
面　積：30.38km²
特産品：青いレモン・たまみ・海苔・
車エビ・杜仲茶・鯛・たこ・ひじき・
芋菓子・レモンポーク・藻塩 町章

上島町

05 上島町

4 1
11

木
～ 日

積善山「三千本桜でおもてなし」を目的に開催され、和太
鼓演奏や各種団体バザー、地元特産品市場、レモンティー
や柑橘のお接待、桜ウォーク等が行われます。期間中は夜
桜のライトアップも行われ、幻想的な桜も楽しめます。

イベント内容

県しまなみ指導班
岩城駐在所

北広場（物販）

小漕港

長江港

岩城港
赤穂根島

フェリー
（生口島往復） フェリー（因島往復）

快速船（今治・因島往復）

生名島

上島町役場岩城
　総合支所

岩城島

登山道

●

●

積善山

●
●

●

●

●
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ピックアップイベントBOX 17

東
予

ピックアップイベントBOX 17

東
予
上
島
町

子育て・食イベント

健康マラソンの部、ロードレースの部（3㎞・10㎞・ハーフ）の 4 種目
で競います。ロードレースの部は年齢・男女別に 16 部門に分け、全員
に参加賞及び 6 位まで入賞者を表彰し、特別賞の表彰もあります。コー
スの 90％以上は海岸沿いを走り、ハーフ、10㎞の部は、２つの橋の上
を走ります。爽やかな海風を浴びながら、多島美を楽しめるマラソン
です。毎年、全国から多くの参加者が集まり、大変盛り上がります。

イベント内容

昭和 63 年に生名島一周マラソンとして、ジョギング愛好家の人達にさ
わやかな潮風や緑の中をゆっくりのんびりと心ゆくまで走っていただこ
うと開催、第 27 回大会より、２つの橋上を走り生名島・佐島・弓削島
の３島を巡るハーフの部を新設し、多くのランナーに親しまれています。

いわれ・開催趣旨

DATA

テンテコ踊り

魚島地区で行われる夏の祭りで、お盆の時期に盆踊りと合わせて行い
ます。仮装した人たちが西側と東側に分かれて、勇壮なかけ声と共に
左右に飛びながら向かい合って踊ります。

イベント内容

南北朝時代の魚島の豪傑、篠塚伊賀守が行ったとされる訓練が始まり
といわれています。

いわれ・開催趣旨

DATA

祭
事
・
伝
統
行
事

ス
ポ
ー
ツ
イ
ベ
ン
ト

令和3年

所 上島町役場魚島総合支所前
問 魚島教育振興会

 0897（78）0011
 https://www.town.kamijima.lg.jp

所 上島町全域　弓削島　佐島　生名島（スタート・ゴール：生名立石港多目的広場周辺）
問 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
 https://www.town.kamijima.lg.jp/

所 かみじまふるさと夜市（弓削港周辺）
　  ゆげシーサイドフェスティバル（松原海水浴場）
問 上島町商工会・青年部

 0897（75）3074
　  0987（77）2135

 https://www.kamijima.or.jp

DATA

ふるさと夜市は、島の商工業を盛り上げようと始められ、合併を機に「か
みじまふるさと夜市」と名称を変え、35 回目の開催となります。ゆげシー
サイドフェスティバルは、島の PR と町外参加者との交流を深めるため
に始められ、23 回目の開催となります。

いわれ・開催趣旨

（かみじまふるさと夜市）会場では町内各種団体による地元の特
産品・手作り品を販売する露店、ステージでは様々な催し物が行
わ れ、 多 く の お 客 さ ん で 賑 わ い ま す。 イ ベ ン ト の フ ィ ナ ー レ に
は、上島の夜を彩る間近に見る迫力満点な花火大会も行われます。 

（ゆげシーサイドフェスティバル）海苔の収穫時に使用するサンマ船に 4
人が乗り込み、瀬戸内最強小学生を競います。無料のバナナボートもあり、
島の夏を満喫できます。

イベント内容

サ
マ
ー
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル

第35回かみじまふるさと夜市・
第23回ゆげシーサイドフェスティバル

令和3年
夜市

シーサイド

8 （予定）7土

8 （予定）8日

弓削港 ●
せとうち交流館

上島町役場かみじま
ふるさと夜市会場

ゆげシーサイド
フェスティバル
会場

松原海水浴場

フェスパ

弓削島

弓削大橋
佐
島

172
172
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158
日

上島町役場魚島総合支所
●

魚島

詳細MAP

第34回ゆめしま海道
いきなマラソン

令和4年

3月初旬
（予定）

※2020年は3月8日(日)開催
※2021年は延期

いきな
スポレク公園

上島町役場
生名総合支所

立石港
多目的広場周辺
スタート・ゴール

生名島 広島県因島
フェリー

（因島往復）

フェリー・快速船
（今治・因島往復）173
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えひめイベントBOX18 えひめイベントBOX18

松山市は愛媛県のほぼ中央に位置する松山平野と、瀬戸内海国立公園内に浮かぶ島しょ部などにより構成され
ています。松山の名は、慶長 8（1603）年加藤嘉明が築城した松山城にちなんで付けられたといわれており、
明治 22（1889）年市制施行以来、愛媛県の政治・経済の中心都市として発展し、また、俳人正岡子規をは
じめとする多くの文人を輩出するなど地方文化の拠点としての役割も果たしてきました。平成 12（2000）年
に中核市へ移行。平成 17（2005）年には北条市・中島町と合併し、四国初の 50 万都市となりました。

松 山 市
M A T S U Y A M A  C i t y

第24回
「俳句甲子園」全国高等学校
俳句選手権大会

松
山
市

年間の主なイベント一覧

令和3年

音
楽
・
芸
術
文
化
イ
ベ
ン
ト

松山青年会議所と地元の俳人・夏井いつき氏らが中心と
なって、将来的な俳句の興隆と様々な世代との交流を深め、
豊かな人間性を育むことを目的に、平成 10 年から始まり
ました。

いわれ・開催趣旨

DATA
所 大街道商店街特設会場・松山市総合コミュニティセンター（全国大会）
問 NPO法人俳句甲子園実行委員会　  089(943)1512

 https://haikukoushien.com/

開催日 イベント名
4/3(土）・4（日）（予定） 松山春まつり（お城まつり）
5/3（月）（憲法記念日）・
4（火）（みどりの日） 北条鹿島まつり

7/15（木）（予備日：7/16（金）） プロ野球フレッシュオールスターゲーム2021
7月中旬〜8月中旬（予定） 光のおもてなしin松山城
7/24（土） 風早海まつり北条花火大会
8/1（日）・2（月） 道後村まつり

8/17（火）・18（水） プロ野球公式戦
東京ヤクルトスワローズVS巨人

8月中旬（予定） 第56回松山まつり

8/21（土）・22（日）（予定） 第24回「俳句甲子園」全国高等学校俳句
選手権大会（全国大会）

8/22（日）（予定） 第35回トライアスロン中島大会
9/19（日）（予定） 糸瓜忌～子規追悼の集い
10月中旬（予定） マツヤマお城下リレーマラソン

開催日 イベント名
10月下旬〜11月上旬

（予定） 松山植木まつり（秋）

11/20（土）（予定） 第25回あそぼうフェスタ

11月下旬（予定） えひめ・まつやま産業まつり
「すごいもの博2021」

1/1（土）（元旦）〜3（月）
（予定） お城のお正月

1/15（土）（予定） 松山城誕生記念日
1月下旬〜2月下旬（予定） 第59回愛媛マラソン
3/19(土）〜3/21（月）

（春分の日）（予定） 松山春まつり（道後温泉まつり）

3月中・下旬〜（予定） 松山植木まつり（春）
未定 第70回松山港まつり・三津浜花火大会
未定 第15回まつやま農林水産まつり

東予
中予

南予

松山市のプロフィール
面　積：429.40km²
特産品：坊っちゃん団子・
タルト・伊予絣・ミカンジュ－ス・
日本酒・味噌・醤油 市章

松山市

全国大会

8 21 22土・ 日

高校生５人１チームで俳句の作句力と鑑賞力を競う全国大
会です。各チーム１句ずつ披露し、それぞれ制限時間内に
質疑応答を行います。両方の句に対して議論が終了すると、
複数の審査員が旗を揚げ判定を行い勝敗を決めます。判定
は、俳句の作句力と鑑賞力とを合計した点で行います。
第23回俳句甲子園全国大会個人賞〈個人最優秀賞(文部科学大臣賞)〉

「太陽に近き嘴蚯蚓を垂れ」海城高等学校Ｂ・田村龍太郎さん

イベント内容

俳句甲子園

06 松山市

●

●●

●

●

●
●
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大
街
道

千舟町通り

愛媛銀行
勝山町

松山中央
郵便局

いよてつ
会館

松山三越

ANAクラウンプラザ
ホテル松山

銀天街

観音寺

八坂公民館
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ピックアップイベントBOX 19ピックアップイベントBOX 19

ス
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ー
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イ
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ン
ト

サ
マ
ー
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル

祭
事
・
伝
統
行
事

祭
事
・
伝
統
行
事

松山春まつり

令和3年

鎧や着物などの本格的な衣装を身に着けた松山城主ゆかりの隊列が練
り歩く「大名武者行列」をはじめ、野球拳全国大会や､ 城山公園堀之
内で行われるステージイベント、伊予節全国大会、東雲能など様々な
催しが行われます。

イベント内容

昭和 42 年に松山城小天守復興の着工を記念して開始しました。観光
客の誘致促進を図り、地元観光産業への貢献と市民レクリエーション
に寄与することを目的としています。

いわれ・開催趣旨

DATA
所 松山城、城山公園（堀之内地区）など
問 松山市観光・国際交流課

 089（948）6557
 https://www.city.matsuyama.

　　 ehime.jp/kanko/kankoguide/
 　　matsurievent/matsuri-spring.
　　 html

北条の春の恒例の祭典「北条鹿島まつり」は、愛媛県指定無形民俗文
化財の指定を受けている伝統の「鹿島櫂練り」など、勇壮な海の男た
ちによる海上絵巻が鹿島周辺で繰り広げられるほか、年に一度の「大
注連縄の張替え」も鹿島海上の夫婦岩（玉理・寒戸島）で行われます。

イベント内容

「鹿島櫂練り」は治承年間（1177 年～ 1181 年）、河野水軍が出陣に
際し、鹿島の神前に集結して戦勝の祈願、あるいは凱旋のときの祝勝
奉賛が鹿島神社の神事になったと伝えられています。「大注連縄の張
替え」は、河野氏が源平の戦いの頃、玉理・寒戸島に龍神を勧請し、
大注連縄を張り戦勝祈願をしたという故事にならったもので、昭和
32 年から地元の伝統行事として行っています。

いわれ・開催趣旨

DATA

所 北条鹿島及び周辺海上
問 北条鹿島まつり実行委員会

 090（5911）9272
 https://www.city.matsuyama.ehime.

　　jp/kanko/kankoguide/matsurievent/
　　hojokashimamatsuri.html

第56回松山まつり第35回
トライアスロン中島大会

令和3年 令和3年

四国初のトライアスロン大会として始まった本大会は、スイム（水泳
1.5km）、バイク（自転車 40km）、ラン（ランニング 10km）でタイムを
競います。参加選手が各地から集まり、親交を深め互いの健闘を祈る「前
夜祭」は本大会の大きな魅力。多くの方が毎年の参加を心待ちにしています。

イベント内容

恵まれた自然環境を最大限に活用した地域活性化イベントとして、昭和 61 年に初め
て開催されて以来、「中島の夏の風物詩」として、参加者をはじめ、地元の方やボラ
ンティアスタッフ等、多くの方に親しまれている歴史ある大会へと成長しています。

いわれ・開催趣旨

DATA

所 松山市長師（姫ヶ浜海水浴場他）
問 トライアスロン中島大会事務局
　 （松山市中島支所内）

 089(997)1840

野球王国にふさわしい「野球」をテーマにした「まつり」です。「野球
拳おどり」や「野球サンバ」は軽快なリズムと踊りが世代、性別を超え、
踊る人も見る人も楽しませます。おどりは、各チームが独自の音楽で
参加できるようになっていて、毎年、新たな盛り上がりを見せています。

イベント内容

〈野球拳おどり〉昭和45年の第5回から現在の「野球拳おどり」が登場。
〈野球サンバ〉松山市制 100 周年記念の年、第 24 回から登場。

いわれ・開催趣旨

DATA

所 大街道・千舟町・城山公園（堀之内）（予定）
問 松山まつり実行委員会（松山商工会議所内）

 089（941）4111
 http://www.m-festa.jp/
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えひめイベントBOX20

東温市は、豊かな自然と渓谷美に恵まれ、劇場や温泉などのレジャーを楽しめるスポッ
トでもあります。南部に位置する皿ヶ峰連峰県立自然公園には、白猪の滝などの名所が
あり、ハイキングにもおすすめ。「坊っちゃん劇場」を核とする「舞台芸術の聖地＝アー
トヴィレッジとうおん構想」を市の新たなまちづくり構想に位置付けています。

東 温 市
T O O N  C i t y

とうおんアートヴィレッジ
フェスティバル 2021

東
温
市

年間の主なイベント一覧

令和3年

音
楽
・
芸
術
文
化
イ
ベ
ン
ト

演劇、ミュージカル、ダンス、落語、マジックなど様々な
ジャンルの舞台芸術に触れることができる「とうおんアー
トヴィレッジフェスティバル 2021」を、東温市のシアター
NEST をメイン会場として、年間通して開催します。

イベント内容

東温市が進める「アートヴィレッジとうおん構想」の一環
として、誰もが日常的に、劇場や美術館、地域の身近な場
所で芸術文化に親しめるまちを目指し、2018 年から毎年
開催しています。

いわれ・開催趣旨

DATA
所 東温アートヴィレッジセンター他
問 東温アートヴィレッジセンター

 089（990）7210
 https://art-village-toon.jp/

市章

開催日 イベント名
3月中旬〜4月中旬（予定） 見奈良菜の花まつり（実施未定）
3月下旬〜 4月上旬（予定） 源太桜まつり
4/12（月） 春の大祭(隻手薬師春まつり)
4月中旬〜5月上旬 井内牡丹園ぼたんまつり
4月下旬（予定）

（コロナの状況により中止もあり） 商工会産業まつり

5/3（月）（憲法記念日）・
5/4（火）（みどりの日） えひめ花まつり

5/15（土）（予定）（第3土曜日開催） 宇氣洲神社ジャズの夕べ
7/4（日）(予定） 市民バレーボール大会
7/24（土）18:00〜(予定）
夏休み最初の土曜日に開催されます。 横河原土曜夜市

8月下旬（予定）
（コロナの状況により中止もあり） 観月祭

9/5(日）(予定） 市民ソフトボール大会
9/12（日）（予定） 第36回どてかぼちゃカーニバル
9月中旬〜10月中旬（予定） 見奈良コスモスまつり（実施未定）
9/25（土）（予定）

（9月最終の土曜日予定） 奥松瀬川収穫祭

開催日 イベント名
9月（予定） 東温市健康フォーラム
10/1（金）(予定） 東温国際音楽の日記念コンサート
10/9（土）(予定） 獅子舞大会（川内地区）
10/9（土）(予定） 獅子舞大会（重信地区）
10/17（日）（予定） 井内　棚田の新米まつり
10月下旬〜11月上旬(未定） 文化祭（重信地区）
10月下旬〜11月上旬(未定） 文化祭（川内地区）
11/3（水）（文化の日）（予定） 白猪の滝まつり
12/19（日）（予定） 市民健康マラソン大会（実施未定）
1/7（金） 七草がゆを食べる集い
1/16(日)(予定） 駅伝大会
1月中旬〜2月上旬 井内牡丹園　寒ぼたんまつり
2/11(金）（建国記念日）〜
2/13(日）(予定） 東温市ソフトボールフェスティバル

毎日 みなら産直物産市あさつゆマルシェ
通年（10回程度） アートヴィレッジフェスティバル2021
未定11/14（日） とうおんゆったりサイクリング

東予
中予

南予

東温市のプロフィール
面　積：211.30km²
特産品： もち麦・はだか麦・
どぶろく・陽光桜葉茶・
まるとっと・まめっこ弘法茶 市章
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ピックアップイベントBOX 21
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横河原土曜夜市商工会産業まつり

令和3年 令和3年

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
即売会が行われます。また、ステージでは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。

イベント内容

東温市の商工会の方々が、日頃からの地域へのお礼を込めて開催する、
市内最大の産業イベントです。

いわれ・開催趣旨

DATA

所 重信川河川敷（東温市横河原）
問 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

横河原商工連盟青年部主催による土曜夜市で、伊予鉄道横河原駅前商
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。

イベント内容

DATA

所 横河原駅前商店街
問 横河原商工連盟青年部
　 （事務局：株式会社くわばら）

 089（964）2145
 https://toon-kanko.jp/

　  yokogawara_doyou_yoichi/

第36回
どてかぼちゃカーニバル観月祭

令和3年 令和3年

約 5,000 発の打ち上げ花火が夜空を彩ります。メイン会場では月見踊
りが披露され、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多くの出店などで賑わ
います。

イベント内容

当初、9 月の中秋の名月を愛でる「俳句会」として開催したことに端
を発します。花火は、横河原商店街の有志により、日頃のご愛顧に応
えようと始まりました。

いわれ・開催趣旨

DATA
所 重信川河川敷（東温市横河原）
問 観月祭実行委員会
　 （事務局：東温市商工会館内）

 089（964）1254
 http://kangetsusai.com/

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。近年は直径 1m 以上、重さ 300㎏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。

イベント内容

旧重信町農業後継者協議会のメンバーの 1 人が農業研修で渡米した
際、飼料用の特大かぼちゃの種を持ち帰ったことに始まり、「どてかぼ
ちゃを通じて町おこしと交流を」と、昭和 60 年 9 月 16 日に全国で
初めて開催されました。

いわれ・開催趣旨

DATA

所 開催地未定
問 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
 https://toon-note.jp/agrilife/dotekabotya/gaiyo
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えひめイベントBOX22

久万高原町は、愛媛県のほぼ中央部に位置し、標高 1,000 ｍを超える四国山地に囲まれ、
仁淀川が縦走する水資源の豊かな山間地域です。高原の町では、四季折々の顔を見せて
くれる豊かな自然と農林資源を活かして「住む」「働く」「遊ぶ」「憩う」といった人々の
生活と調和した「ひと・里・森がふれあいともに輝く元気なまち」をめざしています。

久万高原町
K U M A K O G E N  T o w n

第50回記念
久万林業まつり

久
万
高
原
町

年間の主なイベント一覧

令和3年

産
業
ま
つ
り
・
食
イ
ベ
ン
ト

メイン会場のおまつり広場では、特産品販売や各種団体に
よるバザーなど久万高原のおいしいものが味わえるほか、
親子木工教室や各種展示などが行われます。また、ステー
ジでは、地域の伝統芸能発表、地元学生の吹奏楽演奏、餅
まきなど様々なイベントを行います。

イベント内容

上浮穴林業振興協議会が町民の林業生産意欲の高揚を図る
とともに、内外に久万林業と林産を紹介するため、昭和
49 年に始まりました。現在は、林業の振興のみでなく地
場産業をテーマとして開催しています。

いわれ・開催趣旨

DATA
所 久万公園
 愛媛県林業研究センター
問 久万高原町林業戦略課

 0892（21）1111

開催日 イベント名
4/17（土）〜8/29（日）（予定） 町立久万美術館2021年度特集展「三好滋(仮称)」
4/29（木）（昭和の日）〜
6/27（日）

春の企画展
「石鎚山系のニホンシカ」（仮称）

5/2（日）〜4（火）（みどりの日） 久万高原ラリー
5月下旬 畑野川竹灯籠まつり
6月上旬・11月上旬（予定） 森のハーバルライフ
6月上旬 田んぼの学校(田植え)

7/17（土）〜9/5（日） 夏の企画展「100円ショップとホームセンター
のアイテでできる博物館のスゴ技」（仮称）

8/1（日） 久万高原ヒルクライムレース2021

8/6（金）・7（土）（予定） 第53回久万納涼まつり 
（久万おどり・第38回久万山御用木まつり）

8/12（木） ペルセウス座流星群を見よう
8/21（土）（予定） みかわ納涼まつり

9/4（土）〜11/28（日） 町立久万美術館2021年度自主企画展★
「深淵の画家佐藤溪(仮称)」

開催日 イベント名
9/12（日） 第10回石鎚山ヒルクライム
9月下旬 田んぼの学校(稲刈り)

10/2（土）〜11/28（日） 開館30周年記念企画第55回特別展「博物館
のお宝大放出～面博30年のあゆみ～（仮題）

10/3（日）（予定） 第26回やなだに産業まつり
10/16（土）・17（日）（予定） 第50回記念久万林業まつり
10/24（日）（予定） 久万高原「秋の収穫祭」
10/24（日）（予定） 第25回久万高原マラソン大会
11/7（日）（予定） 第42回面河ふるさとまつり
11/28（土）〜4/11（月）

（予定）
久万美コレクション展 

「芸術館たちのもう一つの顔（仮称）」
11月（予定） 第10回結い音楽祭
2月下旬〜4月上旬 第7回くままちひなまつり
3月下旬 第29回久万高原町長杯ラグビーフットボール大会
4月上旬 第20回中津さくらまつり
偶数月第4日曜日（予定） 門前市「遊食祭くまくるまるしぇ」

東予
中予

南予

久万高原町のプロフィール
面　積：583.66km²
特産品：トマト・米・お茶・
漬物・よもぎ・うどん・
こんにゃく・そうめん 町章
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ピックアップイベントBOX 23

久
万
高
原
町

　

みかわ納涼祭り

DATA

久万高原町役場美川支所周辺
久万高原町ふるさと創生課 
0892（21）1111

所
問

上黒岩御三戸（みみど）地区を会場に、この地区を流れる面河川の清ら
かさと夏の涼しさを町外にアピールすることを目的として毎年開催して
います。

いわれ・開催趣旨

名物の花火大会は、名勝御三戸嶽の麓より打ち上げられ、独特の共鳴音
と見るものに迫る迫力で人気があります。その他、盆踊りやゲストを招
いてのステージでのショーなど、来場者の方々に楽しんでいただける催
しが行われます。

イベント内容
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第7回くままちひなまつり第53回久万納涼まつり

令和3年 令和4年

初日は、華やかな衣装を身にまとって個性豊かな踊りを披露する久万
おどりや、花火大会を実施します。翌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、一番丸太を目指し
て各チームが健脚を競い合います。

イベント内容

昭和 34 年に旧久万町が誕生した祝賀会が起源とされ、花火大会やおどり
が行われるようになりました。御用木まつりは、久万山の歴史をもとに、
林業後継者や商工業者が中心となって昭和59年から始まったまつりです。

いわれ・開催趣旨

DATA

所 久万町商店街　久万高原町役場前
問 久万高原町商工会

 0892（21）2061

久万町商店街の店舗や民家の軒先などに、町内外の方から寄贈してい
ただいた雛人形を、趣向を凝らして飾り付けます。メイン会場となる「あ
けぼの座」には、雛人形ピラミッドなど約 2,000 体を豪華に飾り付け
ます。

イベント内容

山間部に位置する当町では、観光施設の冬季休業などにより冬季から
春先にかけて観光客が減少するため、お客さんに来ていただく目的で
平成 27 年より開催しています。

いわれ・開催趣旨

DATA

所 久万町商店街
問 久万高原町ひなまつり運営委員会
　 （久万高原町まちなか交流館内）

 0892（21）2015
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えひめイベントBOX24

松前町は、県内最小の町面積にして、人口３万人を超える県内で最も人口の多い町です。
国道 56 号線を中心に、西側は大型ショッピングセンターや工業団地が立地し、東側は
裸麦など農業が盛んに行われ、農水商工のバランスのとれた町です。“生きる喜び　あふ
れるまち　まさき”にぜひお越しください。

松 前 町
M A S A K I  T o w n

まさき町夏祭り

松
前
町

年間の主なイベント一覧

令和3年

サ
マ
ー
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル

松前町の夏祭りといえば、塩屋海岸で開催される「はんぎ
り競漕」。桶に乗り込み己の力だけで前へ前へと進む姿は
会場を沸かせます。平成 28 年からは高校対抗の部「はん
ぎり甲子園」が始まりました。
松前公園では、伊予万歳・金管バンド演奏・餅まき・まさ
き音頭等のイベントが行われ、締めくくりの花火も大変好
評です。

イベント内容

住民と商店街の交流を深めるとともに、商業の振興と活性
化を目的として始まりました。

いわれ・開催趣旨

DATA

09 松前町

所 松前公園・塩屋海岸
問 まさき町夏祭り実行委員会（松前町商工会内）

 089（984）1427

開催日 イベント名
4/23(金) 義農祭
5/3（月）（憲法記念日） 松前港まつり
8/2（月） 高忍日賣神社の奉納村芝居
8/7（土）（第１土曜日）

（予定） まさき町夏祭り

8月下旬（予定） 24時間チャリティースポーツカーニバル
10/2（土）（予定） 松前町健康づくりフォーラム
10/14（木）･15日（金） 地方祭
10月下旬（予定） まさき文化祭
11/13（土）・14（日）

（予定） まさき町産業まつり「たわわ祭」

11月下旬（予定） 松前町ふれあい健康マラソン大会
2月(予定) まさきホッケーイベント（仮称）

東予

中予

南予

松前町のプロフィール
面　積：20.41km²
特産品： 海産珍味・ちりめん・
はも・裸麦・レタス・いちご・
ねぎ 町章

松前町
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ピックアップイベントBOX 25

音
楽
・
芸
術
文
化
イ
ベ
ン
ト

学
習
イ
ベ
ン
ト

産
業
ま
つ
り・食
イ
ベ
ン
ト

祭
事
・
伝
統
行
事

まさき町産業まつり
『たわわ祭』

令和3年

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、
新鮮な農水産物や地場産品、加工品等の特産品の販売や、松前の匠の
技から生まれる工業製品の紹介等を行っています。特設ステージでは餅
まき、ライブ、ダンス、ゲームなどのイベントもお楽しみいただけます。

イベント内容

特産品・生産品の PR や、生産者の意欲の高揚を図ることを目的に、平
成 25 年から開催しています。町内の農・水・商・工、あらゆる恵みが
実り、豊かさがあふれる様子を表現して「たわわ祭」の名称となりました。

いわれ・開催趣旨

DATA

所 まさき村店舗前駐車場
　 （エミフルMASAKI敷地内）
問 松前町産業課

 089（985）4120

義農作兵衛翁の遺徳をしのび、式典が行なわれるほか、会場では町内
外の生産者の野菜や果物等の販売、義農祭でしか販売されない義農ま
んじゅうなど、沢山のお店が出店されます。また、子どもたちによる
義農太鼓や伊予万歳などの伝統芸能が披露されるなど、義農精神を広
く伝える大切な日です。

イベント内容

大飢饉の際、食糧となる麦種を命と引き換えに後世の為に残したとい
う郷土の偉人・義農作兵衛翁の遺徳をしのび、『私』より『公』を、『己』
より『他』を大切にする義農精神を広く伝え、後世に受け継ぐため開
催しています。

いわれ・開催趣旨

DATA

所 義農公園
問 松前町総務課

 089（985）4103

松前町
健康づくりフォーラムまさき文化祭

令和3年 令和3年

お年寄りの方から小さなお子さんまで、町内の皆さんの絵画や生け花
など多彩な作品が一堂に会する文化祭。作品だけでなく、町民による
芸能発表など会場となる文化センターは文化一色です。

イベント内容

文化の振興と地域の活性化を図るとともに、松前町の PR 活動の場と
して開催しています。

いわれ・開催趣旨

DATA

所 松前総合文化センター、松前町総合福祉センター
問 松前町社会教育課

 089（985）4135

ゲストによるトークショーやパネルディスカッションなどのステージ
イベント、インストラクターによる運動体験イベントを開催します。
さらに、体組成測定や血圧測定などの健康チェックブースがあり大変
好評です。一日を通して、自分や大切な家族や友人と健康づくりを考
えるきっかけとなります。

イベント内容

町民が心も体も健康で幸せに暮らせるよう、「健康づくりタウン」を目
指し、健康づくりへの意欲を高めるイベントを開催しています。

いわれ・開催趣旨

DATA

所 松前総合文化センター
問 松前町子育て・健康課

 089（985）4118
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えひめイベントBOX26

伊予市は、県のほぼ中央に位置し、県内各地からのアクセスも良好です。「しずむ夕日が立ち
どまるまち」双海。職人さんたちの手仕事が光る「クラフトのまち」中山。商人が築いた郡中
のまちには、昔なつかしい商店街や趣のある建物も残っています。市内各地にオシャレスポッ
トも誕生しており、ますます魅力たっぷりの伊予市です。

伊 予 市
I Y O  C i t y

夕やけこやけライン

伊
予
市

年間の主なイベント一覧

令和3年

見
ど
こ
ろ
ス
ポ
ッ
ト

緩やかなカーブが続く海岸線で、季節の花々や夕日を眺め
ながらサイクリングやドライブを楽しむことができます。
道中にはいくつかの休憩ポイントがあり、サイクリストや
ライダーたちの憩いの場となっています。

イベント内容

平成 4 年に国道 378 号の双海～長浜間約 30km の海岸線
区間が全線改良し、愛称を公募で決定しました。その名の
とおり、瀬戸内の水平線に沈む夕日を見ることができます。
沿線には、四季を通じて水仙、菜の花、桜、芙蓉などの花
が咲き、道行く人の目を楽しませています。

いわれ・開催趣旨

DATA

10 伊予市

所 国道378号線 双海～長浜間海岸線
問 伊予市観光協会

 089（994）5852
 http://iyokankou.jp/

開催日 イベント名
4/4（日）（予定） 谷上山さくらまつり
6/5（土）（予定） 第35回「ほたるの里ふたみ」ほたる祭り
6/5（土）・12（土）・19（土）

（予定） 伊予市ふれあい土曜夜市

6/5（土）（予定） 第32回伊予中山ホタルまつり
7/16（金）・17（土）（予定） なかやま夏まつり
7月中旬（予定） 双海の夏祭り
7/24（土）・25（日）（予定） 第9回伊予彩まつり
8/8（日）（山の日）（予定） 第10回伊予市トライアスロン大会inふたみ
8/13（金）〜15（日）

（予定）
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）
8/28（土）（予定） みなみ土曜夜市
9/4（土）（予定） しもなだ鱧まつり
9/4（土）（予定） 夕焼けプラットホームコンサート36

開催日 イベント名
9/23（木）（秋分の日）

（予定） 第34回なかやま栗まつり

10月 地方祭

10月〜11月（予定） 第14回いよし市民総合文化祭＆ふるさと
フェスティバル

10/24（日）（予定） 第25回しおさいクリテリウム駅伝
11/3（水）（文化の日）

（予定） 下灘公民館まつり

11/7（日）（予定） 上灘公民館まつり
11月上旬（予定） されだに　きてみん祭
2/6（日）（予定） 第16回伊予市駅伝大会
2月下旬の日曜日（予定） しおかぜウォークなのはな大会
3/27（日）（予定） 五色姫復活祭

東予
中予

南予

伊予市のプロフィール
面　積：194.44km²
特産品： 中山栗・唐川びわ・
びわ葉茶・ちりめん・花かつお・
海産加工品 市章

伊予市

一年を
通して

378

JR伊予上灘駅

ＪＲ予讃線

JR下灘駅

JR伊予長浜駅

夕やけこやけライン

詳細MAP

●●●●ピックアップイベントお す すめ

えひめイベントBOX26

ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ



中
予

　　

　　

ピックアップイベントBOX 27

音
楽・芸
術
文
化
イ
ベ
ン
ト

音
楽・芸
術
文
化
イ
ベ
ン
ト

サ
マ
ー
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
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地
域
お
こ
し
イ
ベ
ン
ト

第34回
なかやま栗まつり

伊予市最大の夏まつり。「ちびっこ魚つかみどり大会」や「お化け屋敷」、
「お茶席」など多種多様なイベントが盛りだくさん。約 2,000 人が参
加する「伊予おどりパレード」では、踊り子たちが元気に踊ります。また、
四国トップクラスのロケーションを誇る「花火大会」など多くのイベ
ントが伊予港埠頭～商店街周辺の広い範囲において行われます。

イベント内容

伊予市を代表するイベントとして市民の皆さんが親しみ、市外の皆さ
んにも楽しんでいただけるお祭りです。７月最終の土・日曜日の２日間、
開催します。

いわれ・開催趣旨

DATA

所 伊予港埠頭～商店街周辺
問 伊予市観光協会

 089（994）5852
 http://iyokankou.jp/

栗ひろい大会、栗＆もちまき大会、栗のつかみどり、ゆで栗試食コー
ナー、イガ栗プレゼント、出店コーナー（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）、楽しいステージ
イベントを予定しています。※内容については変更となることがあり
ます。

イベント内容

特産品である中山栗のイメージアップと消費拡大を図ります。
いわれ・開催趣旨

DATA

所 伊予市中山町　栗の里公園
問 伊予市観光協会

 089（994）5852
 http://iyokankou.jp/

第14回いよし市民総合文化祭＆
ふるさとフェスティバル

夕焼けプラットホーム
コンサート36

令和3年

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、心にしみる音楽を披露します。コンサート途中で到着す
る列車の乗客までもがイベントを盛り上げ、最後はイベント実行委員
会の皆さんと会場とが一体となって、このコンサートで生まれた「風
の吹く駅で」を合唱して締めくくられます。

イベント内容

ＪＲ予讃線海岸廻りの存続運動の１つとして、駅のプラットホームをス
テージにして瀬戸内海に沈む夕日を背景にコンサ－トを行います。地元
若者による運営のもと｢オンリー 1｣のイベントとして全国に発信します。

いわれ・開催趣旨

DATA

所 ＪＲ下灘駅
問 伊予市観光協会

 089（994）5852
 http://iyokankou.jp/

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楽しい
イベントが盛りだくさん。若者から家族連れまで 1 日中楽しめます。

イベント内容

魅力ある『文化とアートのまち・伊予市』の実現を目指して、文化活
動への参加と交流を促し、個性溢れる文化の創造のため、市民総参加
の『いよし市民総合文化祭＆ふるさとフェスティバル』を開催します。

いわれ・開催趣旨

DATA

所 IYO夢みらい館
問 いよし市民総合文化祭＆
　   ふるさとフェスティバル実行委員会
　  （伊予市教育委員会事務局社会教育課内）

 089（983）4051
 https://www.city.iyo.lg.jp/
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えひめイベントBOX28

砥部町は「清流とほたる　砥部焼とみかんの町」をキャッチフレーズに豊かな自然と香り高
い文化・歴史が息づくまちです。また、240 余年の歴史を持つ「砥部焼」の産地で、昭和
51年に国の伝統的工芸品の指定を受け、現在100余りの窯元が点在しています。町内には「と
べ動物園」や「えひめこどもの城」があり、遊んで魅力を感じていただく「あそびべ、とべ」
の町づくりを進めています。

砥 部 町
T O B E  T o w n

第37回
砥部焼まつり

砥
部
町

年間の主なイベント一覧

令和3年

産
業
ま
つ
り・食
イ
ベ
ン
ト

砥部焼の窯元 100 軒余の作品が勢ぞろいし、10 万点余の
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。多彩なイベントや物産即売
会も開催され、愛媛県の代表的観光イベントとして、全国
各地から観光客が訪れます。

イベント内容

砥部焼まつりは、砥部町の地場産業である砥部焼の販売促
進と、砥部焼の里としてのイメージアップを図るために、
昭和 59 年から始まりました。愛媛県を代表する集客イベ
ントとして定着しています。

いわれ・開催趣旨

DATA

　砥部焼まつり

11 砥部町

所 第1会場：砥部町陶街道ゆとり公園
 第2会場：砥部焼伝統産業会館・砥部町商工会館
問 砥部町観光協会（砥部町商工観光課内）

 089（962）7288
 http://www.tobeｰkanko.jp

開催日 イベント名

中止 第37回 砥部焼まつり

6月上旬〜中旬（予定） ほたるまつり

7/1（木）〜9/5（日）
（予定） 権現山流しそうめん

７月上旬〜8月下旬
（予定） 坪内家流しそうめん

11/6（土）・７（日） 
（毎年11月の第1土・日
曜日）（予定）

秋の砥部焼まつり2021

開催日 イベント名
11/7（日） 

（毎年11月の第1日曜日）
（予定）

広田ふるさとフェスタ

12月上旬（予定） 第23回広田じねんじょまつり

2月下旬〜3月上旬
（予定） 七折梅まつり

4月〜3月（毎週日曜日） とべ日曜市

4月〜3月
（毎月第2日曜日予定） 川登市場

奇数月の第2日曜日 とべ楽市

東予
中予

南予

砥部町のプロフィール
面　積：101.59km²
特産品： 砥部焼・柑橘・梅製品・
日本酒・乾しいたけ・自然薯・
こんにゃく・しょうゆ 町章

砥部町
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ピックアップイベントBOX 29
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し
イ
ベ
ン
ト

花
イ
ベ
ン
ト

七折梅まつり権現山流しそうめん

令和3年 令和4年

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。

イベント内容

豊かな自然を味わってもらおうと、地元の女性グループが中心となっ
て開催しています。

いわれ・開催趣旨

DATA

所 権現山休憩所
問 権現山休憩所（開催期間中）

 089（969）2152
問 藤川（開催期間外）

 090（7629）6848

七折梅園の丘いっぱいに咲き誇る 1 万 6 千本の梅の木の花姿や香りを
楽しむことができます。期間中は農産加工品の試食・販売を行っており、
多くの観光客が訪れます。

イベント内容

平成 3 年から、お客様との交流と七折小梅の知名度アップを図るため、
梅の開花時期にあわせて毎年 2 月から 3 月にかけて「七折梅まつり」
を開催しています。組合員である梅生産農家が一丸となって皆様をも
てなします。

いわれ・開催趣旨

DATA

所 砥部町　七折梅園
問 農事組合法人ななおれ梅組合

 089（962）3064
 http://www.nanaore-

　  koume.jp/

砥
部
町

　

秋の砥部焼まつり2021

DATA

平成 18 年度に第１回「砥部焼の里まつり」を開催し、翌年の第 2 回か
ら名称を「秋の砥部焼まつり」とし、現在に至ります。砥部町の主産業
である砥部焼を広く PR し、窯元と来訪者が直接対面することで、砥部
焼への理解を深め、ファン層及び販路拡大を図ります。

いわれ・開催趣旨

約 70 軒の砥部焼の窯元が出店し、対面販売を行います。職人の方と会
話を楽しみながらお気に入りの品をじっくり探すことができます。絵付
け体験や砥部焼オークション、ライブ演奏などの催しも多くあり、家族
で楽しめます。

イベント内容

詳細MAP
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所 砥部町陶街道ゆとり公園
問 砥部町観光協会（砥部町商工観光課内）

 089（962）7288
 http://www.tobeｰkanko.jp
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えひめイベントBOX30 えひめイベントBOX30

内子町は、愛媛県のほぼ中央部に位置し、松山市から南西約 40㎞の地点にあたります。中
央部にはかつて海上までの水運を担った小田川が流れています。1970 年代から伝統的な建
物群を保存し歴史的景観を整え、さらに古民家を活用する文化観光振興策を展開。さらに農
村景観を守る村並み保存が浸透して住民による日本の原風景が守られています。

内 子 町
U C H I K O  T o w n

川登川まつり・筏
い か だ

流し

内
子
町

年間の主なイベント一覧

令和3年

地
域
お
こ
し
イ
ベ
ン
ト

昔ながら蓑（みの）と菅笠姿の筏師が 10 連以上繋がった
筏を巧みに操りながら進む姿を見学できます。また、筏に
乗る体験もあります。そして各種バザーがあり、大豆や
椎茸のだしがきいた“付け汁”で食す名物「たらいうどん」
は好評です。

イベント内容

江戸時代後期から小田川では山から伐り出した木材を運ぶ
「筏流し」の光景がよく見られていました。長さ 4 ｍほどの
丸太を約 10 本並べた「コマタ」という筏を作り、河口の長
浜まで木材を運搬。しかし、昭和 23 年に山に林道ができ、
トラックによって木材を運ぶようになり「筏流し」は廃止
されてしまいました。45 年ぶりに筏が浮かぶ風景を復活さ
せようと住民が立ち上がったのがこちらのイベントです。

いわれ・開催趣旨

DATA

12 内子町

所 内子町川登地区
　 （宿「いかだや」周辺）
問 大瀬自治センター

 0893（47）0102

開催日 イベント名
3月下旬〜4月上旬の
土曜・日曜（予定） 石畳東のシダレザクラ祭り

4/17（土）・18（日）(予定） 内子夢わいん祭り

4/25（日）（予定） 川登川まつり・筏流し

5/5（水）（こどもの日） いかざき大凧合戦

7/18（日）（予定） 元気わくわく川まつり2021

7月中旬の土曜日（予定） うちこ夏まつり

8/6(金）・7(土）（予定） 内子笹まつり

8/14(土） いかざき夏まつり花火大会

8/15（日） 寺村山の神火祭り

8/21（土）・22（日） 内子座文楽公演

9月下旬（予定） 八日市町並観月会

開催日 イベント名
10月下旬〜11月上旬 小田深山の紅葉

11/3(水）（文化の日） 石畳水車まつり

11月上旬（予定） うちこ文化祭

11月上旬（予定） 立川地区文化産業祭

11月上旬（予定） 小田の郷ふるさとまつり

11月上旬（予定） 大瀬農業祭柿まつり

11月上旬（予定） 五十崎文化祭

11月中旬（予定） からり収穫祭

3/5(土） 川中三島神社・春神楽

3/15(火） 高昌寺・ねはん祭り

時期未定 ドイツフェスタ2021

東予
中予

南予

内子町のプロフィール
面　積：299.50km²
特産品：ぶどう・柿・栗・椎茸・
地酒・和蝋燭・大洲和紙・
たらいうどん 町章

内子町
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ピックアップイベントBOX 31ピックアップイベントBOX 31
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事
・
伝
統
行
事

祭
事
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伝
統
行
事

サ
マ
ー
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
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寺村山の神火祭り

令和3年

令和3年

いかざき大凧合戦は約 400 年の歴史を持った、内子町最大の伝承行
事です。そもそも大凧合戦の生い立ちは、生まれてきた子どもが元気
で健やかに成長するようにとの願いをこめて、大凧に子どもの名前を
書いて空高く舞い上げたことから始まったもの。今も大凧合戦の日に

『初節句行事』として引き継がれ、豊秋河原でたくさんの子どもの名
前が書かれた「出世凧」が揚げられています。

いわれ・開催趣旨

DATA

所 内子町五十崎・豊秋河原
問 内子町役場町並・地域振興課

 0893（44）2118

寺村山の神火祭りは六角山の下に幻想的に浮かび上がる「山ノ神」の
火文字と「オヒカリ」と呼ばれる約 5,000 の灯りが灯されます。山里
に轟く打ち上げ花火は夜空を美しく彩り、夏の思い出を作ってくれま
す。商店街には数多くの夜店が軒を連ね、喜鼓里太鼓、ライブ演奏な
どがあります。

イベント内容

文政 6 年（1823 年）から続く伝統行事で、山の幸と秋の豊作を祈る
想いが込められています。

いわれ・開催趣旨

DATA

所 内子町寺村商店街
問 内子町役場小田支所

 0892（52）3111

八日市・護国地区の家々の軒先に住民手づくりの行灯が灯され、町並
みが幻想的な雰囲気に包まれます。歴史ある町家が、灯火の中に浮か
び上がる光景は、まるで映画のワンシーンのようです。町家を開放し
て琴の演奏が行われます。上芳我邸内でのコンサートや保存会女性部
手作りの月見団子も楽しめます。

イベント内容

内子町と八日市護国地区町並保存会の合同で開催する秋の夜長のイベ
ント。重要伝統的建造物群保存地区を舞台に、内子オリジナルのお月
見空間を提供しています。

いわれ・開催趣旨

DATA

所 八日市・護国の町並み
　 （重要伝統的建造物群保存地区）
問 八日市・護国町並保存センター

 0893（44）5212

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。

イベント内容

DATA

所 内子本町商店街
問 内子笹まつり実行委員会事務局

 0893（44）2066

内子笹まつり

内
子
町

小田川をはさんで、約 500 統の大凧が空中に舞います。凧に仕込ん
だ「ガガリ」と呼ばれる刃物で相手の糸を切りあう勇壮な戦い、大凧
合戦が繰り広げられます。また“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）

イベント内容

いかざき大凧合戦

令和3年

5 5水
（こどもの日）

内子町役場
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えひめイベントBOX32 えひめイベントBOX32

大洲市は、山あり、川あり、海ありと豊かな自然に恵まれたまちです。また市内には「おは
なはん通り」などの古い町並みやわが国最古の現役で動く道路可動橋「長浜大橋（赤橋）」、
全国でも珍しい屋根付き橋など多くの名所があります。1 年を通して市内各地で地域の特色
を活かしたイベントが多数開催されますので、ぜひお越しください。

大 洲 市
O Z U  C i t y

臥龍の渡し

大
洲
市

年間の主なイベント一覧

令和3年

地
域
お
こ
し
イ
ベ
ン
ト

臥龍山荘下から屋形船に乗って出発し、約 10 分間大洲随
一の景勝地「臥龍淵」を遊覧できます。川面にうつる魚、
木々の緑、つつじで山頂がピンクに染まる冨士山、懸け
づくりの臥龍山荘・不老庵の風情を春風にあたりながら
楽しめます。

イベント内容

大正２年に肱川橋ができる以前は、肱川を渡るための住民
の足として利用されていた渡し舟。その文化を今に伝える
ため、昭和 55 年に観光事業化されました。

いわれ・開催趣旨

13 大洲市

DATA
所 臥龍山荘下船着場　問 大洲市観光協会

 0893（24）2664
 http://www.oozukankou.jp/kantai-o2.html

開催日 イベント名
4/20（火）〜5/5（水）（こどもの日） 大エビネ展
4月中旬〜下旬 八多喜さくらまつり
4/22（木） 東京2020オリンピック聖火リレー（大洲市走行）
4/25（日）〜5/15（土） つつじまつり
4月〜5月の日・祝日のみ運行 臥龍の渡し
5月中旬〜下旬 鹿野川湖ドラゴンボート大会
5月末〜6月中旬（予定） 柳沢ほたるまつり
6/1（火）〜9/20（月）（敬老の日） うかい
7/16（金）（予定） 長浜海水浴場海開き
7/21（水） 水天宮花火大会
8/3（火） 大洲川まつり花火大会　夏の陣
8/7（土） ながはま赤橋夏まつり
8月中旬 鹿野川夏まつり
8/13（金） 山鳥坂夜神楽
8/14（土） 第39回かわべふるさと祭り
8/22（日）（予定） 大洲市カヌーツーリング駅伝大会
9月上旬（初煮会）〜10月中旬 いもたき

開催日 イベント名
9/26（日） 第33回わらじで歩こう坂本龍馬脱藩の道
10/16（土） 第24回科学体験フェスティバルin大洲
10月中旬〜下旬 河辺ふれあいフェスタ2021
11/1（月）〜30（火） もみじまつり
11/2（火）・3（水）（文化の日） 大洲まつり
11/3（水）（文化の日） えひめYOSAKOI祭り
11月中旬 肱川ふれあいまつり
11/21（日） 白滝滝まつり
11/23（火）（勤労感謝の日） 白滝るり姫まつり
11/28（日）（予定） 大洲市駅伝大会（長浜～大洲間）
1/7（金） 大洲川まつり花火大会　冬の陣
1/10（月）（成人の日）（予定） 第68回大洲市寒中水泳大会
3月下旬 第33回渓流つり大会
3月下旬〜4月下旬（予定） 観光さくらまつり
3月下旬〜5月上旬 しゃくなげまつり
4月〜11月（毎週日曜日）、
12月〜3月（第3日曜日） ポコペン横丁

東予
中予

南予

大洲市のプロフィール
面　積：432.12km²
特産品： 椎茸・栗・トマト・アユ・
アマゴ・フグ・いもたき・
志ぐれ 市章
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のみ運行

4月～5月の
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●

●

●
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ピックアップイベントBOX 33ピックアップイベントBOX 33

地
域
お
こ
し
イ
ベ
ン
ト

地
域
お
こ
し
イ
ベ
ン
ト

地
域
お
こ
し
イ
ベ
ン
ト

サ
マ
ー
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル

大洲を知り尽くした案内人と、「歴史」、「食」、「人」といったまちに
咲く時代の華をめぐるまち歩きイベント。おはなはん通りや臥龍山荘
などの見どころのほか、歴史の説明を聞きながら和菓子店などをめぐ
り、まち歩きをお楽しみいただけます。各種コースをご用意していま
すので、詳細はホームページをご確認ください。

イベント内容

大洲市の歴史や風土、伝統を未来につなげる市民参加型のまちづくり
をテーマに、「えひめいやしの南予博 2016」を契機として、2016 年
から開催されています。案内人も募集しています。

いわれ・開催趣旨

DATA

所 大洲市肱南地区・肱北地区など
　  受付場所：大洲観光総合案内所
　 （大洲市大洲649番地1）
問 大洲観光総合案内所

 0893（57）6655 
 https://hana.visitozu.com/

特設会場でのステージイベントや地元団体による出店・ビアガーデン
などイベントが盛りだくさん。フィナーレには、1,800 発の花火が、
伊予灘の夜空を彩ります。

イベント内容

長浜最大のイベントとして「ながはま赤橋夏まつり」を実施しています。
多様なイベントと花火を目当てに地元はもとより県内各地から多数の
観客が訪れ、長浜地域の活性化と PR に寄与しています。

いわれ・開催趣旨

DATA

所 大洲市長浜　長浜港湾緑地（予定）
問 ながはま赤橋夏まつり実行委員会
　 （大洲市役所長浜支所  地域振興課地域調整係）

 0893（52）1111

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
とができる歌麿館内に、期間限定で開店するカフェです。県立自然公
園の鹿野川湖畔が眼下に広がり、眼前には山並みが広がる絶景の 180
度パノラマビューと、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。

イベント内容

まだあまり知られていない絶景スポットや、歌麿の版木の見学者を増
やすことで肱川地域の活性化を図ることを目的に、「えひめいやしの南
予博 2016」を契機として、2016 年から開催されています。

いわれ・開催趣旨

DATA

所 大洲市立肱川風の博物館・歌麿館
問 大洲市立肱川風の博物館・歌麿館

 0893（34）2181
 http://www.kazehaku.jp/

毎年 9 月の第 4 日曜日にウォークイベントを開催し、全国から 300
人に近い参加者が、坂本龍馬脱藩の道を踏破されています。また、前
日に開催する「前夜祭　龍馬を語る夕べ」では、坂本龍馬に関して著
名な方、縁のある方を講師としてお招きする研修会を行っています。

イベント内容

昭和 63 年 11 月 11 日、大洲市の郷土史研究グループが、空白の 5
日間となっていた龍馬脱藩ルートを新資料「覚、関雄之助口供之事」
をもとに解明されました。この新資料によると河辺町内の「榎ケ峠―
横通リー封事ケ峠―三杯谷―日除―水ケ峠ヲ経テ泉ケ峠二至ル」との
記述があり、平成元年度から毎年 9 月に開催されています。

いわれ・開催趣旨

DATA

所 河辺ふるさと公園集合・町内約15km
問 河辺坂本龍馬脱藩の道保存会

 0893（39）2111
 https://www.city.ozu.ehime.jp/

絶景　歌麿カフェ

大
洲
市

おおず歴史華回廊

令和3年

通年/随時
除外日

12/29水～31金（ ）

詳細MAP
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●
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●

●
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詳細MAP
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197

大洲市役所肱川支所

肱川中 丸山公園

大洲市交流
促進センター
鹿野川荘

●大洲市立肱川
風の博物館・
歌麿館

詳細MAP

令和3年

※ 1月～ 3月は
予約対応

4 12月～ 月の
第1・2土日

令和3年

第33回わらじで歩こう
坂本龍馬脱藩の道

9 26日

●
●

●●●

●

●

飛翔の像

秋滝龍王神社

坂本龍馬脱藩之日記念館

河辺ふるさとの宿

交流館「才谷屋」
ふるさと生活館

河辺川

河辺ふるさと公園55

詳細MAP
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えひめイベントBOX34 えひめイベントBOX34

八幡浜市は、北は伊予灘、西は宇和海に面し、九州とも近いことから海上交易で栄え、かつ
ては「伊予の大阪」と謳われました。現在も、大分県（臼杵・別府）との間にフェリーが１
日２０往復しており、四国有数の魚市場も有しています。柑橘栽培も盛んで、空・海・地か
らの反射による「３つの太陽」を浴びて育ったみかんの美味しさはひとしおです。

八幡浜市
Y A W A T A H A M A  C i t y

やわたはま産業まつり

八
幡
浜
市

年間の主なイベント一覧

令和3年

産
業
ま
つ
り
・
食
イ
ベ
ン
ト

「みかんと魚とちゃんぽんのまち八幡浜」の魅力を発信す
るイベント「やわたはま産業まつり」を道の駅・みなとオ
アシス「八幡浜みなっと」で開催します。旬のみかんや新
鮮な魚など八幡浜の特産品が集まります。また、八幡浜ちゃ
んぽんをはじめとするグルメブースや多彩なステージイベ
ントも楽しめます。

イベント内容

「みかんと魚とちゃんぽんのまち八幡浜」の魅力を発信す
るイベントとして、平成 26 年度から開催しています。

いわれ・開催趣旨

特
産
品
市

産
業
ま
つ
り

14 八幡浜市

DATA
所 道の駅・みなとオアシス「八幡浜みなっと」
問 やわたはま産業まつり実行委員会（市役所商工観光課内）

 0894（22）3111
 http://www.city.

　  yawatahama.ehime.jp/
　  bunya/maturi-
　  event/

開催日 イベント名
4月中旬 大元神社の百矢祭
4/16（金）、8/15（日）、
10/19（火）、5月〜12月
の毎月第2日曜日、その
他市の行事があるとき

梅之堂三尊仏開帳日

4/17（土）・18（日） 川名津柱松神事
4/29（木）（昭和の日）〜
8/31（火） 平家谷そうめん流し

5/22(土)・23（日）（予定） やわたはま国際MTBレース2021
8/12（木） てやてやウェーブ
8/14（土） 五反田柱祭り
8/15（日） 八幡浜みなと花火大会
9/26（日） サイクリング佐田岬2021

開催日 イベント名

10/15（金）〜23（土）
保内秋祭り
15日磯崎地区、17日喜木津地区
17日（第3日曜）喜須来地区
23日（第4土曜）三島神社秋季大祭

10/18（月） 第18回唐獅子・五ツ鹿共演大会
10/18（月）・19日（火） 八幡浜みなと祭り
11月上旬 二宮敬作ウォーク大会
11/14（日）（予定） やわたはま産業まつり

12月中旬 クリスマスオレンジフェスティバル
in八幡浜みなっと

2月（旧暦1/10） 十日えびす
毎月第1日曜日 保内ふれあい市
毎月8日 やわたはま八日市

年内開催 ダルメイン世界マーマレードアワード＆
フェスティバル日本大会

未定 佐田岬ふるさとウォーク2021

東予
中予

南予

八幡浜市のプロフィール
面　積：132.65km²
特産品： みかん・マーマレード・
富士柿・じゃこ天・蒲鉾・
ちゃんぽん・地酒・塩パン 市章

八幡浜市

11 14日

詳細MAP
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ピックアップイベントBOX 35ピックアップイベントBOX 35

産
業
ま
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り
・
食
イ
ベ
ン
ト

祭
事
・
伝
統
行
事

令和3年

英国湖水地方ダルメインで 2006 年から続く世界最大級のマーマレー
ドの祭典「ダルメイン世界マーマレードアワード＆フェスティバル」。
その日本大会を 2019 年に八幡浜市で初開催し、2022 年までの 4 回
は八幡浜市で開催されることが決定しています。

イベント内容

愛媛県の年間かんきつ生産量は約 22 万トン。40 年以上生産日本一
を誇る「柑橘王国」であり、栽培されている柑橘の品種は 40 種類以
上。マーマレードの材料となる柑橘の宝庫といえるでしょう。その様々
な種類の柑橘を生産する日本ならではのマーマレードの祭典として、
マーマレードづくりの楽しさ、奥深さが一人でも多くの人に伝わり、
マーマレードの魅力を日本中・世界中に広めていきたい。　

いわれ・開催趣旨

DATA

所 道の駅・みなとオアシス「八幡浜みなっと」ほか
問 ダルメイン世界マーマレードアワード＆フェスティバル
　　日本大会実行委員会（市役所農林課内）

 0894（22）3111
 marmalade@city.yawatahama.ehime.jp

南予に伝わる「四ツ太鼓」「御車」「牛鬼」「御船」「唐獅子」「五ツ鹿」
が一堂に会する賑やかなお祭りです。

イベント内容

保内町宮内の三島神社で行われているもので、江戸時代末期から現在
の形で行われるようになったとされています。

いわれ・開催趣旨

DATA

所 三島神社
問 三島神社社務所内
　 「秋祭り保存会」

 0894（36）1815

保内秋祭り・
三島神社秋季大祭

八
幡
浜
市

　

八幡浜みなと花火大会

DATA

所 八幡浜市・八幡浜港内
問 八幡浜市観光物産協会
　 （市役所商工観光館内）

 0894（22）3111
 https://yawatahama-kankou.com/

第 1 回は昭和 46 年に開催しました。
いわれ・開催趣旨

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
ち上げる豪快な大小の連続花火は、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。

イベント内容

詳細MAP
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えひめイベントBOX36 えひめイベントBOX36

日本一細長い佐田岬半島に位置する伊方町は、四国最西端にあり、半島の先端には佐田岬灯台
がそびえ、豊予海峡を隔てて九州が遠望できます。南の宇和海と北の瀬戸内海に挟まれたリ
アス式海岸や急斜面を利用した段々畑が特徴で、かんきつ栽培や一本釣りなどが盛んで、美
しい自然の中に人々の暮らしが息づいています。

伊 方 町
I K A T A  T o w n

第6回はなはな祭り
佐田岬はなはなリニューアル
1周年記念イベント

伊
方
町

年間の主なイベント一覧

令和3年

産
業
ま
つ
り
・
食
イ
ベ
ン
ト

佐田岬はなはなを主会場とし、ステージイベントをはじめ、
特産品の販売や海鮮バーベキュー、魚のつかみ取り、海上
花火大会などが行われ、多くの人で賑わいます。
令和 2 年 5 月にリニューアルオープンした佐田岬はなはな
リニューアル 1 周年記念イベントを同時開催予定。

イベント内容

佐田岬に暮らす人、佐田岬を訪れる人との交流の場になるよ
うなイベントとすることで、地域活性化を目指しています。

いわれ・開催趣旨

はなはな祭り

15 伊方町

DATA
所 伊方町観光交流拠点施設　佐田岬はなはな
問 伊方町役場産業課観光商工室

 0894（38）0211
 https://www.town.ikata.

　  ehime.jp/

開催日 イベント名

4/4（日）（予定） 第26回きららまつり

5/29（土）（予定） 第6回はなはな祭り
佐田岬はなはなリニューアル1周年記念イベント

7/25（日）（予定） きなはいや伊方まつり2021

8/1（日）（予定） 瀬戸の花嫁まつり

9/26（日）（予定） サイクリング佐田岬2021

10/8（金）・9（土） 三崎秋祭り 
（牛鬼と四ツ太鼓の喧嘩練り）

10月上旬（予定） 瀬戸地区秋祭り

10月中旬（予定） 伊方地区秋季大祭

開催日 イベント名

11/7（日）（予定） 佐田岬マラソン2021

12月上旬〜1月下旬
（予定）

佐田岬ワンダーイルミネーション
2021-2022

毎日　9：00〜17：30 
※年末年始は営業時間変更 伊方きらら館

毎日（12/31、1/1休館）
9：30〜17：30 瀬戸農業公園

毎日実施（12/31、1/1休業）
9：30〜17：00 ふるさと市（だんだん）

毎月第2日曜日 
（1月・2月休） きららメロディー市

毎月第2日曜日 
（1月・2月休） 佐田岬メロディー市

未定 佐田岬ふるさとウォーク2021

東予
中予

南予

伊方町のプロフィール
面　積：94.40 km²
特産品：ちりめん・じゃこ天・
じゃこカツ・あじ・さば・
柑橘類・瀬戸金太郎芋 町章

伊方町

5 29土

●

●
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256

佐田岬

三崎高

佐田岬はなはな

詳細MAP
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ピックアップイベントBOX 37ピックアップイベントBOX 37

サ
マ
ー
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル

祭
事
・
伝
統
行
事

ス
ポ
ー
ツ
イ
ベ
ン
ト

地
域
お
こ
し
イ
ベ
ン
ト

佐田岬ワンダーイルミネーション
2021-2022

令和3年

令和3年

このマラソン大会は、ハーフ・クォーター・デシと３コースに分かれ
ており、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。地元特産品の当たる抽選会やご当地グルメが食べ
られる昼食も毎年大好評です。日本で一番細長い半島を走りませんか。

イベント内容

マラソンブームが続くなか、ハーフコースは、実践の場として町内外
からアスリートランナーの参加を募り、クォーター・デシコースは、
健康づくりの場として位置づけ、地元の方にも参加していただき、大
会を通して参加者の交流が図られる場となるよう、また地域振興を目
指して大会を開催しています。

いわれ・開催趣旨

DATA

所 瀬戸総合体育館（受付）
問 伊方町教育委員会事務局
　  スポーツ推進室

 0894（38）0211
 https://www.town.ikata.ehime.jp/

豊かで明るいまちづくりを願って灯されるイルミネーション。光の
アーチトンネルや、イルミネーションタワーなどが設置されています。
ＳＮＳ映えするフォトジェニックな光のオブジェが、来場された方々
を魅了すること間違いなしです。

イベント内容

もっと地域を明るくし、子供たちが健やかに成長することを願うとと
もに、町内外からの集客を行うことで少しでも地域を元気にしようと、
平成 14 年より『イルミネーション点灯式』が毎年開催されています。

いわれ・開催趣旨

DATA

所 伊方町役場前埋立地
問 伊方町産業課観光商工室

 0894（38）0211
 https://www.town.ikata.

　  ehime.jp/

地元の特産品を販売する「きなはいや市場」や、佐田岬のイチオシグ
ルメを決めるグルメコンテスト「ハッピーグルメグランプリ」、和太鼓
の演奏や活魚のつかみどり、キャラクターショーなど、盛りだくさん
な内容です。伊方湾で打ち上げられる花火は迫力満点です。

イベント内容

伊方杜氏の造った地酒など、地元の特産品等を広く町内外に PR し、
消費拡大と地場産業全体の振興を図っています。

いわれ・開催趣旨

DATA

所 伊方町役場前埋立地　他
問 伊方町産業課観光商工室

 0894（38）0211
 https://www.town.ikata.

　  ehime.jp/

祭りの見どころは、牛鬼と四ツ太鼓の合戦練りで、三崎地区が東西に
分かれて行う、牛鬼と四ツ太鼓の争いは迫力満点。その他、五ツ鹿、
相撲甚句、唐獅子、浦安の舞などが行われます。

イベント内容

旧三崎地区で江戸時代初期から続いているといわれている秋祭りで
す。

いわれ・開催趣旨

DATA

所 三崎港湾埋立地
問 伊方町三崎支所

 0894（54）1111

三崎秋祭り

きなはいや
伊方まつり
2021

伊
方
町

佐田岬マラソン2021

令和3年
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えひめイベントBOX38 えひめイベントBOX38

西予市は、みかんの段畑とリアス海岸が美しい明浜・三瓶、盆地に静かな田園が広がる
宇和、山々に囲まれ酪農や林業が盛んな野村・城川と、海抜 0 ｍから 1,400 ｍまで多彩
な自然に恵まれ、愛媛県で唯一「日本ジオパーク」に認定されています。重要伝統的建
造物群保存地区の「卯之町の町並み」や重要文化的景観「宇和海狩浜の段畑と農漁村景観」
のほか、地域の特色と文化を生かした様々な見どころやイベントが満載です。

西 予 市
S E I Y O  C i t y

第26回全国
「かまぼこ板の絵」展覧会

西
予
市

年間の主なイベント一覧

音
楽
・
芸
術
文
化
イ
ベ
ン
ト

絵は「いつでも、誰でも、何にでも描くことができる」を
原点に始まったこの企画は、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
のです。作者の思いが込めれらた美しい作品が展示される
会場内は圧巻です。

イベント内容

洋画家である折笠勝之氏の「絵は、いつでも誰でも何にで
も描ける」という言葉をきっかけに始まった、小さな町の
ちいさなキャンパスの絵による文化発信は、今年 26 回目
を迎えます。

いわれ・開催趣旨

DATA
所 西予市立美術館「ギャラリーしろかわ」
問 西予市立美術館
　 「ギャラリーしろかわ」

 0894（82）1001
 https://www.city.

　 seiyo.ehime.jp/

開催日 イベント名
4/18（日） 三滝祭り

6月〜10月 あけはまシーカヤックツーリング

7/10（土）〜12/5（日） 第26回全国「かまぼこ板の絵」展覧会

7月上旬 大早津海水浴場海開き

8月上旬
（例年8月第1日曜日） かっぱMATURIサマーin明浜2021

8/13（金） 第37回奥地の海のかーにばる

9月下旬 土居家観月会

10/9（土）〜11（月）（予定） 三瓶秋祭り

10/22（金） 三島神社秋祭り

10月下旬（予定） 2021雑巾がけレース『Z-1グランプリ』
inせいよ

11/14（日）（予定） 第23回宮中雲子音楽祭

開催日 イベント名
11月上旬 西予市総合文化祭・第16回宇和町文化祭

11月上旬 奥伊予ふるさと祭

11月下旬 第170回野村乙亥大相撲

11月下旬〜1月上旬 三瓶イルミネーションツリー

12/5（日）（予定） 宇和文化の里　第35回中高齢者駅伝競走
大会・第28回女子駅伝大会

3月下旬（予定） 野福峠さくら祭り

3月下旬 明間河川公園桜祭り

3月下旬〜4月上旬 関地池さくらまつり

4月〜3月（毎月第3日曜
日午前9時から） みかめびんびん市

奇数月の第3土曜日 野村の「軽トラ市」

東予
中予

南予

西予市のプロフィール
面　積：514.79km²
特産品： 乳製品・ひらめ・あじ・
ちりめん・ニュ－サマ－オレンジ・
みかん・いちご・米・栗 市章

西予市

令和3年
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7 10土～
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ピックアップイベントBOX 39ピックアップイベントBOX 39

祭
事
・
伝
統
行
事

地
域
お
こ
し
イ
ベ
ン
ト

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 !!　《1 日目予定》市内一般
青年対抗相撲、乙亥太鼓演奏披露、初っ切り、稚児土俵入り、幕内力
士相撲指導、プロ・アマ取組など　《2 日目予定》市内小学生対抗相撲、
市内中学生対抗相撲、稚児土俵入り、初っ切り、プロ・アマ取組など。

イベント内容

嘉永 5 年に野村町内で大火があったのでこれを鎮めるため、三十三結
びの願相撲を奉納したのが始まり。今年で170年の歴史と伝統を誇り、
全国で唯一のプロ・アマ対戦が行われる相撲大会です。

いわれ・開催趣旨

DATA

所 西予市乙亥の里　乙亥会館
問 西予市観光協会野村支部

 0894（72）1115
 https://www.city.seiyo.

 ehime.jp/

三瓶町の地域産業を活かした「ヒラメのつかみどり」また「人間カーリ
ング」や「奥地への誘い」といったその場で市民が参加でき、やって
楽しい、見て楽しいイベントが盛りだくさん。それぞれ景品もあり白熱
した戦いが繰り広げられます。フィナーレを飾る海上花火は、周囲の山々
が反響して迫力満点。約 5,000 発の花火が夏の夜空を彩ります。

イベント内容

三瓶の海の形状から名付けられた奥地湾が由来の夏祭り。三瓶にしか
ない、三瓶ならではのイベント作りを目指しています。今回で 37 回
目の開催となります。

いわれ・開催趣旨

DATA

所 西予市三瓶町朝立港湾埋立地
問 みかめイベント実行委員会
　 （三瓶支所産業建設課）

 0894（33）1114
 https://www.city.seiyo.ehime.jp/

第37回
奥地の海のかーにばる

西
予
市

約 300 ｍ白浜の美しい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「かっぱ横丁」、海鮮バーベ
キュー、ビーチバレー大会、シーカヤック体験など夏を満喫できる楽しい
イベント盛りだくさん♪かっぱ MATURI の最後は、海上から打ち上がる
約 1,000 発の花火です !!!

イベント内容

その昔、悪さをしていた河童を殿様が捕まえたが、泣いて許しを請う河童
に悪さをしないよう言い聞かせ放した。河童はそのお礼に、毎朝殿様の玄
関先に鯛を運んだ。と伝えられる河童伝説を元にかっぱ MATURI が開催
されます。

いわれ・開催趣旨
DATA

所 明浜町高山　大早津海水浴場
問 西予市明浜支所産業建設課

 0894（64）1287
 https://www.city.seiyo.

 ehime.jp/

かっぱMATURIサマー
in明浜2021

令和3年
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えひめイベントBOX40 えひめイベントBOX40

宇和島市は、宇和島伊達家 10 万石の城下町として栄えた県西南部の中心都市で、西は
リアス式海岸の宇和海、東は急峻な鬼ヶ城山系に囲まれた起伏の多い複雑な地形をして
おり、海岸部の平野や内陸部の盆地に市街地や集落が点在しています。産業は、かんき
つ類・米の生産といった農業、真珠・タイ・ハマチの養殖といった水産業が盛んであり、
あたたかい自然と人によって作られた鯛めしやみかんなどの美味しい食べ物も豊富です。

宇和島市
U W A J I M A  C i t y

うわじま牛鬼まつり

宇
和
島
市

年間の主なイベント一覧

令和3年

祭
事・伝
統
行
事

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」や、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」、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」や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」、宇和島湾海
上からの「打上花火大会」など、宇和島を熱くするイベ
ントが盛りだくさんのお祭りです。また、24 日の最終日
は四国唯一の伝統文化である ｢闘牛大会｣、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。

イベント内容

牛鬼は５～６メートルの牛をかたどった竹組みの胴体に丸
木で作られた長い首と恐ろしげな鬼面の頭、剣をかたどっ
た尻尾がついており、全身はシュロの毛または赤色の布で
覆われています。牛鬼は毎年 7 月中旬～下旬に開催される

「うわじま牛鬼まつり」などの花形で、数十人の若者に担
ぎあげられ、子どもたちが吹き鳴らすブーブーという「ブー
ヤレ」（竹ぼら）の音を従えて、長い首を打ち振りながら
練り歩き、家ごとに首を突っ込んでは悪魔払いをします。

いわれ・開催趣旨
DATA
所 牛鬼すとりーと（南予文化会館前通り）・
　  きさいやロード（商店街）
問 宇和島商工会議所　　  0895（22）5555
問 宇和島市観光物産協会　  0895（22）3934
問 宇和島市商工観光課　  0895（24）1111

 https://ushioni.gaina.ne.jp/

開催日 イベント名
4/4（日） 定期闘牛大会　春場所
4/10（土）〜25（日） 南楽園つつじまつり
4月中旬（日） ふる里だんだん祭り
4/29（木）（昭和の日） 第38回全日本大学選抜相撲宇和島大会
5/4（火）（みどりの日）・
5(水)（こどもの日） 伊達なうわじまお城まつり

5/22（土）〜6/13（日） 南楽園花菖蒲まつり

6/5（土）・6（日） 宇和島Hawaiianフェスティバル2021
～笑顔のために～

7/3（土）（予定） 吉田町夏祭り
7月上旬〜8月下旬（予定） 薬師谷渓谷そうめん流し
7/15（木）（予定） 由良神社裸まつり・和舟競漕
7/17（土）・18（日）・
24（土） うわじま牛鬼まつり

7/24（土） 定期闘牛大会　和霊大祭場所
8/13（金） 三間町納涼大会
8/14（土） 定期闘牛大会　お盆場所

開催日 イベント名
8/17（火） つしま夏まつり
9/10（金）〜26（日） 南楽園観月祭「いもたき」
10/17（日） きなはいや吉田三万石2021（吉田産業祭）
10/23（土） 三間町統一秋祭り
10/24（日） 定期闘牛大会　秋場所
11/3（水）（文化の日） 吉田秋祭り
11/3（水）（文化の日） 津島町秋祭り
11/7（日）（予定） みま町コスモスまつり

11月中（予定） 30年目のラブレターinうわじま
～パール婚式のすすめ～

12月上旬（予定） 蔵出しNASSO祭り2021
12月上旬〜1月上旬（予定） 三間の中山池自然公園イルミネーション
1/2（日） 定期闘牛大会　正月場所
1/29（土）〜3/6（日）（予定） 南楽園梅まつり
1月下旬（日） 津島しらうお＆産業まつり
2月中（予定） パールフェスティバルinうわじま2022
2月中（予定） 宇和島市産業まつり

東予
中予

南予

宇和島市のプロフィール
面　積：469.58km²
特産品： 真珠・タイ・ハマチ・
柑橘・米・天然うなぎ・
レッドパール苺 市章
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ピックアップイベントBOX 41ピックアップイベントBOX 41
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祭
事・伝
統
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事

三間の中山池自然公園
イルミネーション

令和3年

令和4年

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 のツリーやトナカイ・コスモス等の立体アー
トも登場します。

イベント内容

平成 13 年 12 月１日から、同年 4 月 14 日にオープンした中山池自然
公園を冬の大イベント会場にしようと、三間町商工会青年部によって
電球 1 万個が取り付けられたのが始まりです。手作りということもあ
り町内外の人達に大変好評です。現在は、当初より 10 倍以上の約 10
万個の電球を取り付けています。

いわれ・開催趣旨

DATA

所 中山池自然公園
問 吉田三間商工会

 0895（58）2256

明暦３年（1657 年）に宇和島藩より分知・創設された吉田三万石の
陣屋町、現在もその町割りは殆ど変わっていません。その町割りと古
い面影を残す街並みに、江戸時代の祭礼絵巻のままに多彩な練物が行
列をなして練り歩きます。午前 11 時と午後１時に出発して、先触れ
として四ツ太鼓、宵宮宝多。その後に侍姿の御用練り、御船、猿田彦
と御神餅、錬車６台、鹿の子、牛鬼、八幡宝多と神輿 3 体が続きます。
練歌、鹿踊り、牛鬼の縦横無尽の暴れ方、八幡ホタの噛み付き、神輿
の神霊振や餅まき等もあり大変賑わいます。

イベント内容

吉田秋祭りは、初代吉田藩主・伊達宗純の崇敬厚い総鎮守の八幡神社（立
間）によって寛文 4 年（1664 年）に始まりました。現在のように様々
な練物が多数登場するのは江戸中期から後期にかけた時期と考えられて
います。また江戸時代からの町人による祭礼組織が現在まで維持されて
いること、吉田藩士らが参加した「御用練り」など、典型的な大名祭り
が継承されていること、幕等の道具、祭礼絵巻等も残っていることが、
無形民俗文化財として非常に高く評価されています。現在、国の重要無
形民俗文化財指定を目指して報告書や映像の資料等を整えています。

いわれ・開催趣旨

DATA

所 宇和島市吉田町商店街通り
　 （吉田藩陣屋町の旧家中町・旧町人町）
問 吉田三間商工会

 0895（52）2233
問 宇和島市吉田支所

 0895（52）1111

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。

イベント内容

商工団体・農林水産団体の協力のもとに開催し、郷土料理と地域特産
品の展示・即売を行い、消費者との相互交流を図ることによって各種
産業に対する理解と親しみを深め、活力あるふる里づくりに役立てます。

いわれ・開催趣旨

DATA

所 津島町・岩松川（おまつり河原）
問 宇和島市津島支所産業建設係

 0895（32）2721

仙台藩主伊達政宗の長男である伊達秀宗公、元和元年（1615 年）3
月 18 日に宇和島藩に入部したといういわれにより、2017 年度から
秀宗公とともに宇和島の地に足を踏み入れた家臣団（伊達五十七騎）
の大武者行列の様子を再現したイベントを開催しています。

いわれ・開催趣旨

DATA

所 宇和島城周辺
問 伊達なうわじまお城まつり
 事務局（愛媛新聞社企画事業部）

 089（935）2322
 http://oshiromatsuri.jp/

令和3年

2 日間にわたって開催される伊達なうわじまお城まつりは、伊達
五十七騎を中心とした甲冑武者の衣装等をまとった大武者行列隊が、
宇和島市内を練り歩き、宇和島の城下町が歴史絵巻に彩られます。ま
た、宇和島城でのイベントも開催され、ステージイベントやグルメブー
スなど、子どもからお年寄りまで一緒に楽しむことができる内容になっ
ています。今年のゴールデンウィークはご家族やご友人と、ぜひ宇和
島城にお越しください。

イベント内容

伊達なうわじま
お城まつり

津島しらうお＆産業まつり
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えひめイベントBOX42 えひめイベントBOX42

全国で唯一「鬼」という文字のつく自治体「鬼北町」は、鬼ヶ城山系や清流四万十川の支流・
広見川など山と川に恵まれ、おとぎ話に出てきそうな里山が広がっています。町内２カ所の道
の駅ではいつでも新鮮な野菜を手に入れることができ、迫力ある鬼のモニュメントが来る人を
出迎えます。また、町内各所の飲食店では特産品の「鬼北熟成きじ」を食べることができます。

鬼 北 町
K I H O K U  T o w n

鬼のお太鼓コンテスト
～でちこんか前夜祭～

鬼
北
町

年間の主なイベント一覧

令和3年

地
域
お
こ
し
イ
ベ
ン
ト

全国各地から和太鼓集団を招聘し、和太鼓の腕を競います。
コンテスト入賞者は、同日開催される「でちこんか前夜祭
～邦楽ライブ in きほく」に出場できます。力強く響く和太
鼓の調べ。息の合ったばちさばき。鬼のまちに太鼓の音が
響き渡る。太鼓集団の躍動と勇壮な和太鼓の饗宴をぜひお
楽しみください！

イベント内容

全国で唯一「鬼」という文字のつく自治体「鬼北町」。平
成 25 年度からこの「鬼」をいかしたまちづくりが行われ
ており、その一環として「鬼のお太鼓コンテスト」を開催
します。

いわれ・開催趣旨

DATA

18 鬼北町

所 鬼北町永野市
 鬼北総合公園体育館
問 鬼北町企画振興課

 0895（45）1111

開催日 イベント名
4/29（木）（昭和の日） 日吉グリーンフェスティバル
5月下旬〜6月上旬 さつき祭り
6月下旬〜8/29（日） 安森洞そうめん流し
7/18（日） せせらぎ魚っちんぐ
7月中旬〜8/29（日） 節安ふれあいの森そうめん流し
7/25（日） 近永夏祭り
8/1（日） 四万十・源流広見川上り駅伝大会
8/13（金）〜15（日） 盆踊り大会・夏祭り（町内各地区）
8/14（土） 武左衛門ふる里まつり
8/22（日） 成川渓谷ピザ祭り
8/22（日） 六地蔵奉納相撲大会
8月下旬 納涼夜市
8月下旬 新米まつり
9月中の金・土曜日（予定） 鬼の里のいもたき
9月中旬 ひよし星降るキャンドルナイト

開催日 イベント名
10/9（土）（予定） 鬼のお太鼓コンテスト～でちこんか前夜祭～
10/10（日）（予定） でちこんか2021
10/30（土） 鬼北芸能祭
11/3（水）（文化の日） 日吉秋の大収穫まつり＆ゆずまつり
12月上旬 山芋まつり
12月上旬 第17回鬼北町駅伝競走大会
12月中旬 第6回愛ある鬼嫁コンテスト
1/9（日） 子泣かし天狗祭
2月中旬 きじ鍋まつり
2月中旬 節安花とび踊り
3月中旬〜4月上旬 四万十街道ひなまつり
3月中旬〜4月上旬 きほくの里のひなまつり
通年（毎週月曜日・年始休業） 道の駅「森の三角ぼうし」青空市
通年（年始休業） 道の駅「日吉夢産地」青空市

東予
中予

南予

鬼北町のプロフィール
面　積：241.87km²
特産品：鬼北熟成きじ・ゆず・
しいたけ

町章

鬼北町
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ピックアップイベントBOX 43ピックアップイベントBOX 43

祭
事
・
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行
事

ス
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令和3年

江戸時代に日吉地区の農民を中心に一揆を決起させた義農・武左衛門
とその同志を偲ぶまつり。農民の紛争で気勢をあげて町を練り歩く武
左衛門行列をメインに、子供たちによる武左衛門太鼓の演奏、盆踊り
大会、打ち上げ花火などが行われます。

イベント内容

農民たちを救った英雄。義農「武左衛門」。寛政５年（1793）に起き
た百姓一揆「吉田騒動」の主導者。全国で約 3,200 の一揆が起こった
といわれているが、成功を収めたのは 2 つのみ。吉田騒動はそのうち
の 1 つ。

いわれ・開催趣旨

DATA

所 鬼北町下鍵山　道の駅日吉夢産地
問 鬼北町日吉公民館

 0895（44）2211

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。

イベント内容

参加資格は転んでも泣かない人！
いわれ・開催趣旨

DATA

所 鬼北町広見～小松・広見川流域
問 鬼北町教育委員会

 0895（45）1111

四万十・源流広見川上り
駅伝大会

令和3年

武左衛門ふる里まつり

鬼
北
町

　

でちこんか2021

DATA

所 鬼北町近永　鬼北町役場裏　奈良川河川敷
問 鬼北町教育委員会

 0895（45）1111 町内で分散して開催されていた各種イベント（文化祭・物産市・愛護班祭・
川柳・囲碁・将棋大会など）を 1 つにまとめ、2 日間にわたって開催さ
れる鬼北町最大のイベントです。

いわれ・開催趣旨

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
べ物産販売を行う「びっくり市」や 2,500 食分のきじ汁を提供する「ジャ
ンボきじ鍋」、鮎・マスのつかみどり、ステージライブなど多くの催し物
を予定しています。

イベント内容

詳細MAP
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えひめイベントBOX44 えひめイベントBOX44

松野町は愛媛県の西南部に位置し、1,000 メートル級の鬼ヶ城山系の豊かな緑に抱かれ
た山あいの町です。日本最後の清流である四万十川支流の広見川、足摺宇和海国立公園

「滑床渓谷」を源流とする目黒川等をはじめ、美しい自然景観の観光資源や人情味溢れる
温かな土地柄に恵まれ、「森の国」というキャッチフレーズでまちづくりを進めています。

松 野 町
M A T S U N O  T o w n

松野・滑床サイクリング

松
野
町

年間の主なイベント一覧

令和3年

ス
ポ
ー
ツ
イ
ベ
ン
ト

愛媛サイクリングの日に合わせ、道の駅虹の森公園まつの
から滑床渓谷万年荘を折り返す約 32km のコースです。滑
床到着後は、町特産品を使った昼食を食べながら、オカリ
ナ・ミニコンサートを楽しみます。（レンタサイクル有り）

イベント内容

サイクリングを通じて滑床渓谷の美しさを再認識してもら
う企画の、初心者でも安心して参加できるサイクリングイ
ベントです。（梅・茶・柚子・桃・栗等を使った町特産品
も味わえます！）

いわれ・開催趣旨

19 松野町

DATA
所 道の駅虹の森公園まつの～愛媛県滑床渓谷
問 松野町ふるさと創生課

 0895（42）1116
 https://www.town.

 matsuno.ehime.jp/

開催日 イベント名

3/27（土）〜4/11（日） まつの桃源郷マラソン大会
オンライン2021

4月下旬 滑床渓谷山開き

4月下旬〜11月上旬 滑床渓谷キャニオニング

5月下旬 蛍の畦道ライトアップ

7月中旬 ゆかたまつり
7月・8月期間中の主に
土日、祝日 滑床まつり

8/13（金） 森の国の夏祭り2021

8/14（土） 吉野生地区生盆踊り大会

8月 滑床ファミリーアドベンチャー

9月上旬 予土交流球技大会

10月下旬 秋祭り（松丸地区・吉野生地区）

開催日 イベント名
11/7（日） 松野・滑床サイクリング

11月上旬 森の国文化祭

11月中旬 棚田まつり

2月下旬 第68回不器男忌俳句大会

2月下旬〜4月中旬 目黒ふるさと館ひな人形展

年間6回程度（偶数月） 軽トラ市

年間2回程度 森の国の大おきゃく
～伊予×土佐のうまいもの合戦～

年間2回程度 酒蔵コンサート「伊予美人ライブ」

未定 松野四万十バイクレース2021

未定 第10回森の国戦国武者伝走大会

東予
中予

南予

松野町のプロフィール
面　積：98.45km²
特産品： 天然うなぎ・お茶・
日本酒・桃・ピ－チワイン・
梅・ジビエ 町章
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ピックアップイベントBOX 45ピックアップイベントBOX 45
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サ
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地
域
お
こ
し
イ
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ン
ト

第10回
森の国戦国武者伝走大会

松野四万十バイクレース
2021

令和3年

令和3年

令和3年

令和3年

松野町をはじめとする四万十地域に張り巡らされた林道を使ったマウ
ンテンバイククロスカントリーマラソン大会。実力に合わせて 40㎞か
ら 140㎞までの３つのコースから選択でき、マウンテンバイク初心者
から愛好家まで幅広く楽しめます。

イベント内容

森林や渓谷の美しい景観や国立公園の大自然を堪能できる国内最長距
離となるアドベンチャー系 MTB レースイベントです。

いわれ・開催趣旨

国指定史跡・河後森城跡などを巡る駅伝大会です。段ボール製の甲冑
を纏った選手が森の国を駆け抜けます。タイムのほかにも、パフォー
マンスやコスチュームに対する賞も用意し、観客も楽しめる大会です。
若武者に扮した子どもたちが健脚を競う「初陣子ども武者走りの部」
もあり、家族で楽しめます。

イベント内容

予土県境という地理性を活かしたユニークな駅伝大会で、地域の貴重
な文化資源を活用したイベントです。

いわれ・開催趣旨

DATA

所 道の駅虹の森公園まつの・松野町内
問 森の国戦国絵巻のまちづくり
 実行委員会（ふるさと創生課内）

 0895（42）1116
 https://www.town.matsuno.ehime.jp/

大自然に囲まれた滑床渓谷で海外生まれのアウトドアスポーツを楽し
みます。滑床渓谷は国内屈指のキャニオニングスポット。レンタル装
備と専門ガイドの案内で安全に大自然を満喫できます。

イベント内容

国立公園内の豊かな自然を眺めているだけではもったいない！実際に
渓流に飛び込み、滝をすべり、沢を歩いて滑床渓谷の自然を存分に体
感できるイベントです。

いわれ・開催趣旨

DATA

所 滑床渓谷
問 滑床アウトドアセンター

 0895（49）1535
 https://nametoko.biz/

  県道317号線は道幅が狭く時間がかかり 
ますので、県道8号線・270号線のご利用をお勧めします。

大門橋を取り囲むように 3 カ所から打ち上がる花火は迫力満点。会場
では予土県境のグルメがそろう「森の国の大おきゃく」など楽しいイ
ベントも同時開催します。

イベント内容

人口 4,000 人の町に 5,000 人以上の人が訪れる森の国まつののビッ
グイベントです。

いわれ・開催趣旨

DATA

所 道の駅虹の森公園まつの周辺
問 松野町ふるさと創生課

 0895（42）1116
 https://www.town.matsuno.

　  ehime.jp/

森の国の夏祭り2021滑床渓谷キャニオニング

松
野
町

未定 未定

DATA

所 愛媛県滑床渓谷～高知県黒尊渓谷
 出発地：松野町延野々1510-1
 道の駅虹の森公園まつの
問 松野町ふるさと創生課

 0895（42）1116
 http://matsunoshimanto.com/

詳細MAP
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えひめイベントBOX46 えひめイベントBOX46

青い海と山の緑に囲まれた愛媛県最南端の町、愛南町には自慢の産品が勢ぞろい！深浦港で水
揚げされたカツオや生産量日本一を誇る愛南ゴールド（河内晩柑）、プリプリのマガキに夏の
岩ガキ、見た目も美しいヒオウギ貝など、新鮮でおいしい食材が盛りだくさん！愛南町にきちゃ
んなはい！なーしくんも待ってるよ♪

愛 南 町
A I N A N  T o w n

ぎゅぎゅっと愛南！
冬の陣～海と山を喰らう～

愛
南
町

年間の主なイベント一覧

令和4年

産
業
ま
つ
り
・
食
イ
ベ
ン
ト

愛南町の冬の味覚といえば、「愛南かき」！クセがなく肉厚
で濃厚な愛南かきの食べ放題（有料）やかき汁の無料サー
ビスなど、かきを堪能できる企画が目白押しです。かきの
販売はもちろん、脂ののったブリやカラフルな貝殻が美し
い「ヒオウギ貝」などの海の幸や郷土料理、特産品の販売
もあります。生産量があまり多くないため、知る人ぞ知る
愛南かきをぜひご賞味あれ！

イベント内容

愛南町の冬の味覚である「かき」や「ブリ」の PR をはじめ、
豊かな自然環境に育まれた特産品の消費拡大を図るため開
催しています。

いわれ・開催趣旨

DATA

20 愛南町

所 南レクロッジ前駐車場（ホテルサンパール横）
問 愛南食のイベント実行委員会
 （愛南町商工観光課）

 0895（72）7315

開催日 イベント名
5/2(日)〜
4(火)(みどりの日)（予定）

愛南サッカーフェスティバル2021 
ユースの部（高校生の部）

7/17（土）・18（日）（予定） 愛南サッカーフェスティバル2021（小学生の部）
7月中旬から8月末（予定） シーウォーカー体験
7/24（土）（予定） 県境夏まつり「一本松」
7/25（日）（予定） 須ノ川公園まつり
7/31（土）・8/1（日）

（予定）
会いに行こう。海の生き物!!
シュノーケリング探検隊in須ノ川

8/1（日） 愛南町城辺夏まつり
8/1（日）〜14（土） 久良の能山踊り
8/7（土）・8（日）（山の日）

（予定）
愛南サッカーフェスティバル2021

（中学生の部）
8/13（金）（予定） 2021シーパークふなこし夏祭り
8/15（日）（予定） 愛南サッカーフェスティバル2021（U-18女子の部）
8/18（水） 増田はなとりおどり

開催日 イベント名
8/21（土） 愛南町御荘夏まつり
9/4（土） 緑八朔相撲
9/19（日）（予定） 愛南ファミリー釣り大会
10/10（日）・17（日）（予定） 愛南サッカーフェスティバル2021（キッズの部）
10/17（日） 愛南まるゴチ秋の味覚祭＆リレーマラソン
10/30（土）

（予備日11/13（土））（予定） あいなん磯釣大会2021

10月（予定） JAZZ in 四国（愛南町）2021
11/22（月） 正木花とり踊り
11/27（土）・28（日）（予定） トレッキング・ザ・空海あいなん
12月中旬（予定） パールイルミネーションinＤＥ・あ・い

２月（予定） ぎゅぎゅっと愛南！冬の陣
～海と山を喰らう～

3/3（木）〜（１か月間）(予定) 外泊「石垣の里」だんだん雛祭り

東予
中予

南予

愛南町のプロフィール
面　積：238.99km²
特産品： 愛南ゴ－ルド・カツオ・
ブリ・カキ・ヒオウギ貝・タイ・
ブロッコリー・醤油・味噌 町章

愛南町

（予定）
2月

56

●道の駅
みしょうMIC
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詳細MAP
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地
域
お
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ン
ト
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ト

ス
ポ
ー
ツ
イ
ベ
ン
ト

令和3年

シーウォーカーは愛南町の無人島「鹿島」で毎年夏に開催しています。
シーウォーカーとは顔を濡らすことなく、誰でも海の中を散策するこ
とができるマリンアクティビティです。用意するものは濡れてもいい
服装だけ！カラフルなサンゴやたくさんの魚が泳ぐ美しい愛南町の海
の中をゆっくりお散歩しましょう。

イベント内容

愛媛県の最南端・愛南町の夏はマリンスポーツ体験がオススメ！その
中でも海の中をゆっくりと歩きながら散策できるシーウォーカーは泳
げない方からも人気のアクティビティです。

いわれ・開催趣旨

DATA

所 愛南町船越1599
問 西海観光船

 0895（82）0280
 https://nishiumi.info/

レクザム愛南工場の広大な敷地を利用し、チームで絆とタスキをつな
ぐ「リレーマラソン」を開催します。また、愛南町内外のグルメやス
イーツを集めた祭典「まるゴチ秋の味覚祭」を同時開催！秋の爽やか
な風を感じながら、食とスポーツを満喫しませんか。

イベント内容

町内外のご当地グルメを味わっていただくことで食文化を感じていた
だき、地域資源の掘り起こしを図るとともに、レクザム愛南工場の広
大な敷地を活用した「リレーマラソン」を開催し、食とスポーツの秋
を満喫していただきます。

いわれ・開催趣旨

DATA

所 ㈱レクザム愛南工場敷地内（愛南町広見）
問 愛南食のイベント実行委員会
　 （愛南町商工観光課）

 0895（72）7315

西日本屈指の釣り場である愛南町「内海・西海」に、腕に覚えのある
釣り人たちが集合！自らのプライドをかけ、グレの部、石鯛の部など
各部門に分かれて釣った魚の長寸を競います。優勝者には豪華賞品も
あります！

イベント内容

愛南町の変化に富んだ磯は、釣りのメッカとされ、年間を通じてハマ
チやグレ、石鯛など様々な魚が釣れます。そんな良好な釣り場が愛南
町には数多くあります。

いわれ・開催趣旨

DATA

所 愛南町内海地域海域及び西海地域海域
問 愛南マリンイベント実行委員会（愛南町商工観光課）

 0895（72）7315

ご家族やお友達などグループで参加いただき、釣りを楽しんでいただ
くイベントです！さわやかな海風を感じながら、愛南町でのひと時を
お楽しみください！釣り大会終了後、愛南町の特産品など豪華賞品が
当たる抽選会も実施しています。

イベント内容

釣りのメッカである愛南町で、小さなお子様や釣り初心者に釣りを楽
しんでいただくイベントです。ぜひお友達などお誘いあわせのうえ、
ご参加ください！

いわれ・開催趣旨

DATA

所 愛南町船越埋立地駐車場（愛南町船越）
問 愛南町観光協会

 0895（73）0444

あいなん磯釣大会2021

愛
南
町

シーウォーカー体験 愛南まるゴチ秋の味覚祭
＆リレーマラソン

令和3年
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イベント会場
㈱レクザム愛南工場敷地内
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令和3年

愛南ファミリー釣り大会

9 19日
（予定）

令和3年

7月中旬～
8月末（予定）
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イベントカレンダーBOX 49

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4April

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
3/28（日）

（中止時4/11（日）
に延期予定）

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。

新居浜市
愛媛県

2/20（土）～
4/11（日）

県総合科学博物館企画展
「無線電話でたどる通信
技術史」

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

1990年ごろから約20年の間に活躍した携帯電話を
展示し、通信技術の発展と世の中の移り変わりにつ
いて紹介するとともに、古き良き時代を支えた公衆
電話やバブル時代のショルダーホン、5Ｇでの超高
速通信の実現に向けた実証実験など、電気通信につ
いての理解を深める展示を行います。

新居浜市
3/20（土・祝）～

6/30（水）
（予定）

令和3年度特別企画展
（広瀬歴史記念館）

❶広瀬歴史記念館
❷広瀬歴史記念館
☎0897（40）6333

「工都新居浜の誕生　～別子銅山と住友総理事～（仮
称）」を開催します。

新居浜市 4/4（日） 第47回新居浜市民
歩け歩け大会

❶山根市民グラウンド
❷新居浜市教育委員会スポーツ振興課
☎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 4/17（土）
（予定） 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、子どもたち対象のネイチャーゲー
ム、昔遊び、防災、交通安全教室を開催します。

新居浜市 中止

企画展
写真家  日和佐初太郎の
見た山・浜・島
－記憶　昭和の新居浜－

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
https://www.city.niihama.lg.jp/soshiki/bijutu/

戦後昭和の新居浜を撮り続けた写真家、日和佐初太
郎の写真を紹介します。

新居浜市
愛媛県

4/24（土）～
6/27（日）

県総合科学博物館企画展
「パズル展～パズル島へ
ようこそ！～」

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

子どもだけでなく大人にも人気の「パズル」をテー
マに、遊びながら楽しく学んでもらいます。パソコ
ンやスマートフォンでパズルゲームを楽しめる昨今
ですが、直接「手でふれてみて」「頭で考えてみる」
アナログな世界を体験します。

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
国の小嵐山」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、自然も楽しめます。

西条市 4/11（日） 西山観音祭 祭
❶丹原町・西山興隆寺
❷西山興隆寺
☎0898（68）7275

本堂前で執り行われる「大護摩供」は約700年前の
延元二年、後醍醐天皇第八皇子懐良親王が、征西大
将軍として西山興隆寺に入寺され、その安全を祈願
した修験道の歴史的伝統行事です。また、境内にて
火渡りが11時から行われます。

西条市 4月中旬～下旬
10月中旬～下旬 丹原もぎたて祭

❶丹原もぎたて倶楽部
❷丹原もぎたて倶楽部
☎080（6385）1801

農業者が実施する農園での一日体験型イベント。地
元産品の販売や丹原風景名画コンテストなど、各種
催しが開催されます。子どもから大人まで１日楽し
めるイベントです。

西条市 4月中旬～下旬 法安寺牡丹大鑑賞会
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（木・祝） 第20回産業文化フェス
ティバル（予定）

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
子どもの職業体験イベント、親子で楽しめるワーク
ショップなど多彩なイベントが催されます。

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。うどんやおでんの販売もあります。※詳細は「観
音堂（禎祥寺）の藤の花Facebook」をご覧下さい。

今治市 4月上旬
（予定） 開山の花見

❶伯方町・開山公園
❷今治市伯方支所住民サービス課
☎0897（72）1500

伯方島の北西部にある標高149ｍの開山の山頂展望
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
4/17（土）・

4/18（日）
（予定）

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。【前年開催日：4/18・19】

今治市
4/17（土）・

4/18（日）
（予定）

いまばり緑化フェア
2021×アースマルシェ

❶しまなみアースランド（今治西部丘陵公園）
❷しまなみアースランド（今治西部丘陵公園）
☎0898（32）5375

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・ハーブなどの展示、植木まつり、
体験学習に加え、アースマルシェを同時開催。ハン
ドメイド雑貨やワークショップブースが並びます。
キッチンカーも多数あるので、昼食も含めて、一日
中楽しむことができます。【前年開催日：中止】
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予
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東
　
　
　
予

今治市 4/29（木・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。【前年開催日：中止】

今治市 4月下旬
（予定）

半島四国
八十八ヶ所めぐり 祭

❶今治市波方町一円
❷今治市波方支所住民サービス課
☎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。

今治市 4月（予定） 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。【毎年4月の第3土曜日を初日とす
る３日間】

上島町
4/1（木）～

4/11（日）
（予定）

いわぎ桜まつり
❶岩城島：積善山
❷上島町せとうち交流館（商工観光課）
☎0897（77）2252
https://www.kamijima.info

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 4/18（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（商工観光課）
☎0897（77）2252
https://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
4/21（水）

2020.4/22（水）
の予定：延期

東京2020オリンピック
聖火リレー

❶ 生名島（スタート：生名総合支所、ゴール：立石
港多目的広場駐車場）

❷上島町教育委員会
☎0897（77）2128
https://www.town.kamijima.lg.jp/

オリンピック聖火リレーは、ギリシャで太陽光から採
火する採火式から始まり、ギリシャ国内をリレー後、
日本に空輸された聖火は、日本国内において聖火ラ
ンナーがリレーによりつないでいきます。地域が一
体となって盛り上がり、地域の方々の心に残る聖火
リレーが愛媛県内でも実施され、上島町もその一役
を担うことになります。

中
　
　
　
予

松山市
4/3（土）・

4/4（日）
（予定）

松山春まつり
（お城まつり） 祭

❶松山城・城山公園内・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～３月
（予定）

考古館ロビー展
「発掘情報展」

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

発掘調査した遺跡出土品を展示・紹介します。

松山市 4/17（土）～
4/25（日） 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 4/21（水） 東京2020オリンピック
聖火リレー

❶松山市内
❷松山市スポ－ティングシティ推進課
☎089（948）6226

東京2020オリンピックの聖火リレーを松山市内で行
います。また、松山城城山公園（堀之内地区）で関
連イベントを開催します。

松山市 4/24（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 4/28（水） 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
https://www.sakanouenokumomuseum.jp/

坂の上の雲ミュージアムの開館日を記念してイベン
トを開催します。

松山市 4/29（木・祝） 俳句一草庵
❶一草庵
❷NPO法人まつやま山頭火倶楽部
☎090（6882）0004

全国から募集した俳句の中から、特に選ばれた句を
トーナメント形式で最終選考する公開俳句ライブを
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㈱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～

7月前半
（予定）

四国・埋蔵文化財センター
巡回展「発掘へんろ　四国
の風土と暮らし～山から四
国を眺めてみた～」

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

考古資料を中心に歴史・民俗資料を織り交ぜて、「山
を舞台に活動した人々」に焦点をあてて四国の歴史
を紹介します。

松山市 4月下旬
（予定）

四国・埋蔵文化財センター
巡回展「発掘へんろ　四国
の風土と暮らし～山から四
国を眺めてみた～」
解説会

❶松山市考古館
❷松山市考古館
☎089（923）8777
https://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。

松山市 4月～ 6月
（予定） 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します。

東温市
3月下旬～

4月上旬
（予定）

源太桜まつり
❶土谷公民館
❷ふるさと桜三里会
☎090（8977）6994

桜三里に残る最も古い桜「源太桜」と、旧金毘羅街
道の歴史・史跡を巡ります。また、イベント会場では、
地元農産物バザーなど様々な催しを開催します。
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東温市 4/12（月） 春の大祭
（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。がらくた市も開催しております。

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農家レストランぼたん茶屋
☎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。
※悪天候のときは、開催致しません。（入園料：500円）

東温市
4月下旬

コロナの状況により
中止もあり

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。

久万高原町
4/17（土）～

8/29（日）
（予定）

町立久万美術館2021年度
特集展「三好滋とその時代」

（仮称）

❶町立久万美術館
❷町立久万美術館
☎0892（21）2881
https://www.kumakogen.jp/site/muse/

1969-70年、県内・近隣から若手作家が集まり、自
己のエネルギーを発散させた作品を「愛媛野外美術
展」に出品しました。三好滋（今治市生まれ/1937
年～）も「野外展」に参加した一人です。当時の精
神を維持し、時代を問う作品を制作し続けています。

久万高原町 4/29（木・祝）～
6/27（日）

春の企画展「石鎚山系
のニホンジカ」

❶面河山岳博物館
❷面河山岳博物館
☎0892（58）2130
https://www.kumakogen.jp/site/omogo-sangaku/

現在、石鎚山系でも増えつつあるニホンジカ。これ
までの調査で分かっている自然植生に対する獣害の
状況を紹介します。石鎚山系生物多様性保全推進協
議会との共催。

松前町 4/23（金） 義農祭 祭
❶松前町・義農公園
❷松前町総務課
☎089（985）4103

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 4/4（日）
（予定） 谷上山さくらまつり

❶谷上山公園第2展望台自由広場
❷伊予市観光協会
☎089（994）5852
http://iyokankou.jｐ/

桜の名所である谷上山で行われる桜まつり。大谷池
龍神踊り、太鼓の演奏、もちまき大会などの催しも
あり楽しめます。すがすがしい春の一日を満喫でき
ます。

砥部町 中止 第37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砥部町商工観光課
☎089（962）7288
https://www.town.tobe.ehime.jp/site/
tokaido53tugi/shikiibento.html

砥部焼の窯元100軒余が勢ぞろいし、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。

南
　
　
　
予

内子町
4/17（土）・

4/18（日）
（予定）

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 4/25（日）
（予定）

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
https://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、イベントを
盛り上げます。また、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。

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大洲市肱川町・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
https://kanogawaso.jp/

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 4/10（土）～
7/4（日） 名所江戸百景（春の景）

❶大洲市肱川町・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/

広重の代表作のひとつで、最晩年の作品「名所江戸
百景」は全120枚の超大作で、ヨーロッパ近代の画家、
モネやゴッホに影響を与えた作品集です。この中か
ら春の景を展示します。

大洲市 4/11（日） しゃくなげ俳句大会
❶大洲市肱川町・肱川風の博物館・歌麿館
❷鹿野川湖周遊企画部会
☎0893（34）2311

しゃくなげ等を題材にした投句を募り、表彰します。 

大洲市 4/17（土） 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（土） 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。
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大洲市 4/18（日）
（予定） 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、法要、餅まき、宝
まき、初っ切り相撲、子ども相撲などが行われます。

大洲市 4/20（火）～
5/5（水・祝） 大エビネ展

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月中旬 春の里山収穫祭
❶大洲市肱川町・「道の駅」清流の里ひじかわ
❷「道の駅」清流の里ひじかわ
☎0893（34）2700
https://seiryuunosato-hijikawa.co.jp/

お餅つきの実演販売他、施設内イベントを行います。

大洲市 4月中旬 えびね展示即売会
❶大洲市肱川町・丸山公園（しゃくなげ谷入口）
❷鹿野川湖周遊企画部会
☎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
を行います。

大洲市 4月中旬～下旬 鹿野川湖ゲートボール大
会

❶大洲市肱川町・肱川風の博物館・歌麿館
❷鹿野川湖周遊企画部会
☎0893（34）2311

ゲートボール大会を通じて大洲市肱川地域の交流の
輪を広げるとともに、参加者が豊かな自然や文化に
触れることで肱川地域への親しみを育むことを目的
として実施します。

大洲市 4月中旬～下旬 八多喜さくらまつり

❶大洲市八多喜町・祇園公園
❷大洲市観光協会
☎0893（24）2664
http://www.oozukankou.jp/event-haru2.
html#sakura

約700本のヤエザクラが、見事に花を咲かせます。
夜には提灯が点り、幻想的な夜桜が楽しめます。

大洲市 4/22（木） 東京2020オリンピック
聖火リレー（大洲市走行）

❶大洲市走行ルート
❷大洲市教育委員会文化スポーツ課
☎0893（24）1734

東京2020オリンピックの開催に先立ち、聖火リレー
を開催します。新型コロナウイルスの影響でオリン
ピックと同様に延期となりましたが、コンセプトであ
る「希望の道を、つなごう。」の下、聖火ランナーが
大洲市内を走行します。

大洲市 4/25（日）～
5/15（土） 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/event-haru3.
html#tutuji

西日本有数のつつじの名所冨士山公園。6万３千本
のつつじが山頂一帯をピンクに染め大勢の観光客で
賑わいます。

大洲市 4月～ 5月の
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/kantai-o2.html

臥龍山荘下から屋形船に乗って出発し、約10分間大
洲随一の景勝地「臥龍淵」を遊覧できます。

八幡浜市 4/17（土）・
4/18（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 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 4/29（木・祝）～
8/31（火） 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
　売店（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 4/4（日）
（予定） 第26回きららまつり

❶伊方町観光物産センター「伊方きらら館」
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。【一昨年開催日：4/14】

西予市 4/8（木） 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 4/18（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 4/23（金）
（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、もちまきなどが行われます。

西予市 4月下旬
（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月下旬～
9/10（金）

（予定）
観音水そうめん流し

❶宇和町明間観音水
❷名水亭　☎0894（67）0013
　西予市経済振興課　☎0894（62）6408

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。
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イベントカレンダーBOX 53

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4April

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
3月下旬～

4月下旬
（予定）

山本牧場の芝桜まつり
2021

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 4/4（日） 定期闘牛大会春場所 祭
❶宇和島市・市営闘牛場
❷宇和島市観光物産協会　☎0895（22）3934
https://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 4/16（金）～
10/3（日） 伊達家コレクション展１

❶伊達博物館
❷伊達博物館
☎0895（22）7776

宇和島伊達家ゆかりの大名道具を展示します。

宇和島市 4/16（金）～
10/3（日）

ダテハク企画展１
「渋沢栄一をめぐる宇和
島の人々」（予定）

❶伊達博物館
❷伊達博物館
☎0895（22）7776

伊達宗城や穗積陳重、山下亀三郎をはじめ、渋沢栄
一と交流のあった人物たちの関係資料と、渋沢栄一
の手紙、ゆかりの場所などを展示紹介します。

宇和島市 4/19（月） 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月中旬（日）
（予定） ふる里だんだん祭り

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 4/29（木・祝） 第38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月下旬（日）
（予定） 春のつしま商工まつり

❶津島町・津島プレーランド
❷津島商工会
☎0895（32）2215

宇和島市津島町の郷土料理や、どぶろく「NASSO」
など地域産品の展示即売会を実施します。

鬼北町 4/29（木・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
https://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。

松野町 3/27（土）～
4/11（日）

まつの桃源郷マラソン
大会オンライン2021

❶受付： オンラインのため、開閉会式はありません
　コース：松野町内（ハーフのみ）
❷松野町教育委員会　☎0895（42）1118
https://www.town.matsuno.ehime.jp/

桃の花が舞い散る中を駆け抜けるマラソン大会。実
施期間終了後、完走者の方を対象に特産品をはじめ
とした賞品が当たる抽選会があります。
コース：ハーフのみ

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松野町ふるさと創生課
☎0895（42）1116
https://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：4/27】

愛
媛
県

愛媛県
西予市

3/24（水）～
5/30（日）

県歴史文化博物館特別展
「シルバニアファミリー展」

❶愛媛県歴史文化博物館
❷愛媛県歴史文化博物館
☎0894（62）6222
https://www.i-rekihaku.jp/

1985年、エポック社から発売されたシルバニアファ
ミリー。本物志向のお家とこだわりの家具は大人気
となり、ロングセラー玩具として愛されています。本
展ではこれまでに登場した1,000種類以上を一堂に
展示します。シルバニア史上、最大規模の展覧会が
四国初上陸。

愛媛県
砥部町 4/1（木） 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
https://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。

愛媛県
宇和島市

4/10（土）～
4/25（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。モデル撮影会・郷
土芸能や健康ウォーキングを予定しています。

愛媛県
砥部町 4/18（日） 飼育の日イベント

❶とべ動物園
❷とべ動物園　☎089（962）6000
https://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】

愛媛県
県内各
市町

4/21（水）・
4/22（木）

東京2020オリンピック
聖火リレー

❶県内各市町
❷ 東京2020オリンピック聖火リレー愛媛県実行

委員会
☎089（947）5570
https://www.pref.ehime.jp/h14150/oripara/
torch-relay.html

東京2020オリンピック競技大会開催に先立ち、全国
で実施される聖火リレーが、愛媛県にもやってきま
す。2日間の間に、県内全20市町を巡ります。

愛媛県
松山市

4/24（土）～
6/27（日）

（予定）
県美術館企画展
名刀は語る

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

日本有数の刀剣コレクションを誇る佐野美術館（静
岡県）の収蔵品を一堂に展示するものです。平安時
代から江戸時代の代表的な名工の作品が鑑賞でき、
初心者にも楽しめる内容となっています。

愛媛県
宇和島市

4/24（土）～
5/5（水・祝）

GWわんぱく in 南楽園
＆ファミリーパーク 祭

❶津島町・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お菓子ま
きやウォークラリー、ダンボール迷路・移動動物園
など親子が楽しめるイベントを開催します。
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えひめイベントBOX54
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4April

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

愛媛県
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。

愛媛県
松山市

4月～7月
（予定） 前期スポーツ教室

❶愛媛県総合運動公園
❷（公財）愛媛県スポーツ振興事業団
☎089（963）3211
http://www.epsc.jp
info@eco-spo.com

テニスやバドミントンなど様々なスポーツ教室を開
講します。
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イベントカレンダーBOX 55

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5May

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
愛媛県

5/3（月・祝）～
5/5（水・祝）

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
https://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！
期間中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
ども実施。ワークショップも多数開催し、楽しく科
学を体験できるイベントです。

新居浜市 5/5（水・祝） ます釣り大会
❶稲荷山公園大生院ほたるの里
❷大生院公民館
☎0897（41）6604

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月上旬～
5月下旬

マイントピア別子
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
https://besshi.com/

マイントピア別子には、40種類約30,000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300円）

新居浜市 5月上旬～
5月下旬

“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ほか
❷マイントピア別子
☎0897（43）1801
https://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
や新居浜市の物産市を開催します。

新居浜市 5月中旬
（予定）

ゆらぎの森
パーゴラ藤祭り

❶森林公園ゆらぎの森
❷オーベルジュゆらぎ
☎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。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。

今治市 5/1（土） 笠鉾まつり 祭
❶古谷・多伎神社
❷今治市朝倉支所住民サービス課
☎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（日）・
5/3（月・祝） 矢矧神社地方祭 祭

❶朝倉北・矢矧神社
❷今治市朝倉支所住民サービス課
☎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。（神事のみ開催予定）

今治市 5/5（水・祝） 多伎神社地方祭 祭
❶古谷・多伎神社
❷今治市朝倉支所住民サービス課
☎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（水・祝）
（予定） 児童館映画観賞会

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
5/15（土）・

5/16（日）
（予定）

春の大祭（大西地方） 祭
❶大西町・町内全域
❷今治市大西支所住民サービス課
☎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。【前年開催日：5/16・17】

今治市 5/16（日）
（予定）

市民軽スポーツ
フェスティバル

❶市営中央体育館ほか
❷今治市スポーツ振興課
☎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。【前年開催日：
中止】

今治市 5月中旬
（予定）

かわら館フェスタ2021
～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

100種900株のバラが美しく咲き誇る公園内で、瓦
の手形体験やバラ苗の販売などの各種バザーが行わ
れます。【前年開催日：中止】

今治市 5月中旬
（予定） バラ祭りよしうみ2021

❶よしうみバラ公園
❷今治市吉海支所住民サービス課
☎0897（84）2111

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。【前年開催日：中止】

今治市 5月（予定） 春の大祭（波方地方） 祭
❶波方町内各神社
❷今治市波方支所住民サービス課
☎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
5/2（日）
（予定）

※旧暦の3/21
佐島・生名島・岩城島
四国 祭

❶佐島・生名島・岩城島全域
❷上島町せとうち交流館（商工観光課）
☎0897（77）2252
https://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。各札所で多くの巡拝者をお接待しま
す。

上島町 5/5（水・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
https://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。
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えひめイベントBOX56
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5May

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 上島町 5月

（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
https://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。【前々年開催日：5/25　前年：中止】

中
　
　
　
　
　
予

松山市
5/2（日）～
5/5（水・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
https://www.cul-spo.or.jp/comcen/

手作り工作等を行います。（詳細未定）

松山市 5/3（月・祝） 開園記念イベント
❶庚申庵史跡庭園
❷NPO法人GCM庚申庵倶楽部
☎089（915）2204

庚申庵史跡庭園の開園を記念して講話・お茶会（煎
茶）・箏コンサート等を開催します。

松山市 5/3（月・祝）・
5/4（火・祝） 北条鹿島まつり 祭

❶北条鹿島周辺
❷北条鹿島まつり実行委員会
☎090（5911）9272

祭典、鹿島櫂練り、大注連縄張替え等を開催します。

松山市
5/8（土）・

5/9（日）
（予定）

二之丸大茶会・
春季生活文化部展示会

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。

（春季生活文化部展示会）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 5/12（水）
（予定） 第29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 5/16（日） 第59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－ティングシティ推進課
☎089（948）6889

公民館対抗のバレーボール大会です。

松山市
5月中旬～

6月中旬
（予定）

四国・埋蔵文化財センター
巡回展「発掘へんろ　四国
の風土と暮らし～山から四
国を眺めてみた～」
講演会①

❶松山市考古館
❷松山市考古館
☎089（923）8777
https://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 5/29（土）
【5/30（日）予備日】

松山市の日
愛媛MP vs 未定

❶坊っちゃんスタジアム
❷愛媛県民球団株式会社
☎089（914）8102

愛媛MPのホームゲームを通じて、様々なイベントを行
います。

松山市 5月～ 6月
（全6回）（予定） カメラ教室

❶松山市民会館・会議室
❷松山市民会館
☎089（931）8181

講師に教わりながらオシャレで美しい写真の撮り方
を学ぶデジタル一眼レフカメラ教室です。

松山市 ５月～ 6月
（全6回）（予定）

社交ダンス教室
（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

心身ともにリフレッシュして自分の時間を持てるよう
になってもらい、文化活動を始めるきっかけの場を
提供します。

松山市 5月～7月
（全８回）（予定）

ペン習字教室
（第１期）

❶松山市民会館・会議室
❷松山市民会館
☎089（931）8181

講師に教わりながらペン字の練習をするペン習字教
室で、参加者が自分の文字を以前よりも好きになれ
るよう導きます。

松山市 ５月～７月
（全８回）（予定）

ゴスペル教室
（第１期）

❶松山市民会館
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月
（予定）

『坂の上の雲』のまちを
歩こう
お城めぐり　いざ出陣

（仮）

❶松山市（未定）
❷松山市まちづくり推進課
☎089（948）6996

松山城や城山公園内、坂の上の雲ミュージアム等を
巡るウォーキングイベントです。

東温市
愛媛県

5/3（月・祝）・
5/4（火・祝） 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
ティーフラワーオークションなどを実施します。【例
年開催日：5/3・4】
※令和2年は新型コロナウイルスの影響により中止し
ました。

東温市
5/15（土）

（予定）
（第3土曜日開催）

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）6551
☎080（5660）4891（武智）

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。

久万高原町 5/2（日）～
5/4（火・祝） 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
https://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の
ひとつで、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。

久万高原町 5月下旬 畑野川竹灯籠まつり
❶上畑野川明杖地区
❷畑野川の里づくりグループ 
☎0892（41）0033

棚田の畔に1,000個以上の竹灯籠が置かれ、幻想的
な風景が浮かび上がります。
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イベントカレンダーBOX 57

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5May

中
予
／
南
予

市町名 開催日 イベント名 区分 ①会場　②問い合わせ先 内容

中
予 松前町 5/3（月・祝） 松前港まつり

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、
漁船パレードが催されます。

南
　
　
　
　
　
予

内子町 5/5（水・祝）
（こどもの日） 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
https://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月中旬～下旬 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鹿野川湖周遊企画部会
☎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 鹿野川湖テニス大会
❶大洲市肱川町・鹿鳴園テニスコート
❷肱川風の博物館・歌麿館
☎0893（34）2181
http://www.kazehaku.jp/

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 5月末～ 6月中旬
（予定） 柳沢ほたるまつり

❶大洲市・柳沢（矢落川上流）
❷柳沢ほたるまつり実行委員会
☎0893（25）2400
http://yanagisawa252400.blog.fc2.com/

柳沢地区を流れる矢落川上流では、ゲンジボタルが
乱舞します。まつり期間中、大洲市農村活性化セン
ターではホタルボランティアガイドによるお接待や
旧柳沢小学校では各種イベントやバザーが開かれま
す。

八幡浜市 年内を目処に
開催予定

ダルメイン世界マーマ
レードアワード＆フェス
ティバル日本大会

（アワードは5月に実施）

❶道の駅・みなとオアシス「八幡浜みなっと」ほか
❷ ダルメイン世界マーマレードアワード＆フェス

ティバル日本大会実行委員会（事務局：八幡浜
市役所農林課内）

☎0894（22）3111
marmalade@city.yawatahama.ehime.jp

英国湖水地方ダルメインで2006年から続く世界最
大級のマーマレードの祭典「ダルメイン世界マーマ
レードアワード＆フェスティバル」。その日本大会を
2019年に八幡浜市で初開催し、2022年までの4回
は八幡浜市で開催されることが決定しています。

八幡浜市 5/22（土）・
5/23（日）

やわたはま国際MTB
レース2021

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。

伊方町 5/29（土）
第6回はなはな祭り
佐田岬はなはなリニュー
アル1周年記念イベント

❶佐田岬はなはな
❷伊方町産業課観光商工室
☎0894（38）0211（代表）
https://www.town.ikata.ehime.jp/

佐田岬はなはなを会場とし、ステージイベントをは
じめ、特産品の販売や海鮮バーベキュー、魚のつか
み取り、海上花火大会などが行われ、多くの人で賑
わいます。
令和2年5月にリニューアルオープンした佐田岬はな
はな1周年記念イベントを同時開催予定。【一昨年開
催日：5/3】

西予市 5/18（火） 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。

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 5/2（日）
第25回宇和島市長杯
ヨットレースうわじま
パールカップ2021

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。

宇和島市 5/4（火・祝）・
5/5（水・祝）

伊達なうわじまお城まつ
り

❶宇和島城周辺
❷伊達なうわじまお城まつり事務局
☎089（935）2322
❷宇和島市産業経済部商工観光課
☎0895（24）1111

2日間にわたって開催される伊達なうわじまお城まつ
りは、伊達五十七騎を中心とした甲冑武者の衣装等
をまとった大武者行列隊が、宇和島市内を練り歩き、
宇和島の城下町が歴史絵巻に彩られます。また、宇
和島城でのイベントも開催され、ステージイベント
やグルメブースなど、子どもからお年寄りまで一緒
に楽しむことができる内容になっています。今年の
ゴールデンウィークはご家族やご友人と、ぜひ宇和
島城にお越しください。

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。

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月下旬 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
https://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：中止】
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えひめイベントBOX58
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5May

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

5/2（日）～
5/4（火・祝）

（予定）

愛南サッカーフェスティ
バル2021
ユースの部（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ほか
❷愛南町教育委員会生涯学習課
☎0895（73）1112

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
　
媛
　
県

愛媛県
西予市

5/1（土）～
5/5（水・祝）

県歴史文化博物館
ＧＷイベント

❶愛媛県歴史文化博物館
❷愛媛県歴史文化博物館　☎0894（62）6222
https://www.i-rekihaku.jp/

楽しいワークショップなどを多数開催します。

愛媛県
松山市 5/3（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
松山市

5/9（日）
（予定） 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。

愛媛県
久万高原町 5/15（土） 愛媛県植樹祭

❶久万Ｂ＆Ｇ海洋センター
❷（公財）愛媛の森林基金
☎089（941）2111（内5318）

森林の整備や緑化の推進など緑化思想の啓発を図る
ため、緑の少年団の活動発表や参加者による記念植
樹を実施します。

愛媛県
砥部町 5月中旬 ヒツジの毛刈り

❶とべ動物園
❷とべ動物園　☎089（962）6000
https://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。

愛媛県
松山市

5月中旬
（予定） 萬翆荘バラ展

❶萬翆荘〔松山市〕
❷愛媛バラ会・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。

愛媛県
砥部町 5月中旬の週末 第34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
https://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）

愛媛県
宇和島市

5/22（土）～
6/13（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、郷土芸能、もちまき
など開催予定です。

愛媛県
松山市

5/22（土）～
7/18（日）

（予定）

県美術館企画展
ミレーから印象派への
流れ

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

フランスとイギリスの4館及び当館から集めた、
「シェルブールのモナ・リザ」と謳われる《部屋着姿
のポーリーヌ・オノ》等のミレー作品７点、モネの
傑作《睡蓮》をはじめ、西洋近代の名画69点を紹介
します。中四国では唯一の開催となります。

愛媛県
松山市 5/26（水） 第63回愛媛県しいたけ

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、品評会出品乾しいたけの展示・即売
等を実施します。

愛媛県
宇和島市

5/29（土）～
6/6（日）

南楽園竹灯篭アートの
夕べ

❶津島町・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、地域グループが制作した竹灯
篭のコンテスト（来園者による投票）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。

愛媛県
松山市

5/29（土）～
7/4（日）

（公財）愛媛県埋蔵文化
財センター・愛媛県生涯
学習センター共同企画展

❶ 松山市・愛媛県生涯学習センター内愛媛人物博
物館

❷愛媛県生涯学習センター
☎089（963）2111
https://www.i-manabi.jp/

（公財）愛媛県埋蔵文化財センターの発掘調査・研究
結果を、様々なテーマに沿って展示・解説します。

愛媛県
砥部町

5/30（日）
（予定）

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
https://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
８歳の誕生日を祝います。
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イベントカレンダーBOX 59

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6 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 6/6（日）
（予定） 霧の森お茶まつり

❶霧の森周辺
❷霧の森
☎0896（72）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、ステー
ジイベントや茶摘み体験などがあります。

四国中央市
6月上旬～
11月上旬

（不定期開催）
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。

四国中央市 6月中旬～下旬
（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」
をはじめ新宮茶や山菜うどんなども販売予定です。

四国中央市
6月下旬

（荒天時は翌日曜
日に順延）

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（77）5003

岸壁より約3,000発の打上げ花火やスタ－マインが
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。

新居浜市 6/5（土） ほたる祭り
❶稲荷山公園大生院ほたるの里
❷大生院公民館
☎0897（41）6604

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。【前
年開催日：6/7】

新居浜市 6月上旬
（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
ル祭りを開催します。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。

新居浜市 6月上旬
（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

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。

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月（予定） 2022カレンダー写真
コンテスト作品募集

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、2022カレンダー「新居浜の四季」を作成、販売
いたします。

今治市 6/2（水）・
6/3（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・4/23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。
神社境内に市が立ち露店が並び、賑わいます。【前年
開催日：5/14・15→規模を縮小して神事のみ実施】

今治市 6/6（日）
（予定） 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。【前年開催日：中止】

今治市 未定 じどうかんバリっこフェ
スタ

キッズ
イベント

❶テクスポート今治ほか
❷今治市枝堀児童館
☎0898（32）2539

親子で様々な「遊び」や「体験」を楽しむことがで
きます。模擬紙幣「バリー」を使った遊びが大人気
です。

今治市 6/14（月）
（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

毎年旧暦の5/5に行われる祭礼です。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。【前年開催日：6/25→規模を縮小して神事の
み実施】

今治市 6/26（土）
（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。【前年開催日：6/27】

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。

【前年開催日：中止】

上島町 6月
（予定）

あじさいサイクリング                    
状況判断により、中止もしくは
形式の変更あり。詳細決定は
2021年5月。

❶ 弓削島・生名島・佐島島・岩城島、生口島（広
島県）

❷上島町観光協会
☎0897（72）9277
https://www.kamijima.info/

ゆめしま海道をゆったり巡りながら船にも乗って岩
城・祥雲寺のあじさいを見に行くライド。お昼ご飯
は岩城島の鯛丼やレモンポークに舌鼓。午後には生
口島（広島県）に渡り、瀬戸田ドルチェのジェラート
などスイーツを楽しみに走ります。【前々年開催日：
6/9　前年：中止】

中
予

松山市 6/10（木）～
6/13（日）

国際自転車トラック
競技支援競輪

❶松山市中央公園多目的競技場
❷松山市競輪事務所
☎089（965）4300

自転車トラック競技選手の育成・強化等を目的とし
たＧⅢグレードの競輪競走を開催します。

松山市 6月～ 8月
（予定）

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BOX60
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6 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/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（公財）松山市文化・スポーツ振興財団
　事業振興部文化振興課
☎089（909）6154
https://www.cul-spo.or.jp

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 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
https://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。

久万高原町
6月上旬・
11月上旬
（予定）

森のハーバルライフ
❶久万農業公園アグリピア
❷森のハーバルライフ事務局 
☎090（3188）6927

久万高原町の森のハーブをPRするイベントです。町
内外から様々な団体が出店するマルシェやステージ
イベントなどを予定しています。

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。

伊予市 6/5（土）
（予定）

第35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
☎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
ジ付きの風船を飛ばします。

伊予市
6/5（土）、

6/12（土）、
6/19（土）

（予定）

伊予市
ふれあい土曜夜市

❶郡中駅前通り・広場通り・灘町商店街
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です。

伊予市 6/5（土）
（予定）

第32回
伊予中山ホタルまつり

❶栗の里公園
❷伊予市観光協会
☎089（994）5852
http://iyokankou.jｐ/

ホタルの観賞会や生態教室、ステージイベント、ふ
れあい夜市等を開催し、蛍の生態系保護や河川環境
の保全をアピールします。

砥部町 6月上旬
（予定） 外山ほたる祭

❶JA外山経済センター周辺
❷外山区（新谷利博）
☎089（962）3828

ホタルの鑑賞を楽しめます。和太鼓の演奏会やバザー
なども行います。

砥部町 6月上旬
（予定）

水車庄屋坪内家「蛍まつ
り＆ユキノシタの花観賞
会」

❶坪内家
❷NPO法人とべ・TOBE
☎089（962）2747

ホタルとユキノシタの花の観賞を楽しめます。バザー
や演奏会なども行います。

砥部町 6月中旬
（予定） たまたにほたる祭り

❶玉谷集会所
❷TOM'S（松永）
☎090（8697）9693

ホタルの鑑賞やバザーなどを楽しめます。

砥部町 6月中旬
（予定） 高市ほたる鑑賞会

❶高市小学校体育館裏駐車場
❷高市くぬぎの会（向井）
☎090（2789）1448

ホタルの鑑賞やバザーなどを楽しめます。

南
　
　
　
予

大洲市
6/1（火）～

6月中旬
（予定）

新谷しょうぶまつり
❶大洲市・新谷（矢落川沿いしょうぶ園）
❷新谷花菖蒲園　
☎0893（25）0800
http://niiyairis.net/

新谷のしょうぶ園では、200種約8,000株のしょうぶ
が咲き競います。中には「大洲美人」「冨士の霧」な
ど地元にちなんで名付けられた品種もあります。

大洲市 6/1（火）～
9/20（月・祝） うかい 祭

❶大洲市大洲肱川
❷大洲観光総合案内所　
☎0893（57）6655
http://www.oozukankou.jp/02ukai.html

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月上旬 鹿野川湖カヌー大会
❶大洲市肱川町・鹿野川湖漕艇場
❷鹿野川湖周遊企画部会
☎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

・ 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

稲積癒しの里山
❶大洲市稲積
❷稲積癒しの里山
☎090（7572）1952（岩田）
https://inazumi-hana.jimdo.com/

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。

大洲市 6/20（日）
（予定）

第26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。

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
6/1（火）～

6/30（水）
（予定）

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。
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イベントカレンダーBOX 61

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6 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

宇和島市 6/5（土）・
6/6（日）

宇和島Hawaiian
フェスティバル2021
～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。

鬼北町 6月下旬～
8/29（日） 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
https://www.town.kihoku.ehime.jp/site/
kanko-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。

愛
媛
県

愛媛県
砥部町

6/4（金）
（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
https://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。

愛媛県
松山市 6/5（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
宇和島市

6/19（土）～
8/22（日）

第29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に因んだ装飾品も展
示します。

愛媛県 6月中旬
（予定）

男女共同参画社会づく
り推進県民大会

❶未定
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。【前年開催日：10/2】

愛媛県
松山市

6月中旬～
7月中旬 えひめ環境大学

❶愛媛大学（予定）
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：10/3、10、17、24、31】
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えひめイベントBOX62
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7 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月上旬
（予定） みなと祭

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・ナイトバザール・花火大会（※花火大
会は荒天の場合、翌日に延期）を開催、期間中商店
街で笹かざりも展示されます。

四国中央市 7/25（日）
書道パフォーマンス甲子
園（全国高等学校書道パ
フォーマンス選手権大会）

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。

四国中央市
7/31（土）・

8/1（日）
（予定）

四国中央紙まつり
❶川之江商店街周辺（川之江にぎわい広場）ほか
❷四国中央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」、紙を使った
オリジナル衣装のファッションショー「紙コレクショ
ン」、紙製品の即売、そのほか各種イベントが行われ
ます。

新居浜市 7/3（土）～
8/29（日）

特別企画展
「東京藝術大学スーパー
クローン文化財　素心
伝心」

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
https://www.city.niihama.lg.jp/soshiki/bijutu/

東京藝術大学が開発した、文化財をクローンとして
復元する特許技術により、甦った「法隆寺釈迦三尊像」
ほか世界の文化財と合わせ、東京国立博物館所蔵シ
ルクロード美術の名品を展示・紹介します。

新居浜市
愛媛県

7/10（土）・
7/11（日）

県総合科学博物館
プラネ池イベント

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

博物館の人工池「プラネ池」や館内での楽しい実験・
体験イベントを開催します。

新居浜市
愛媛県

7/17（土）～
8/31（火）

県総合科学博物館
パネル巡回展

「いのちってなに？」

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

生命については分かっていないことばかりです。私
たちの体が何でできているか、そして生命について
分かったことをどの様に我々の生活の中で役立てて
いるのかを解説します。

新居浜市
愛媛県

7/17（土）～
9/20（月・祝）

県総合科学博物館特別展
「探検！化石の世界」

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

生命は約40億年という長い時間のなかで、繁栄と絶
滅を繰り返し、現在の姿を獲得してきました。その
歴史の証拠となる恐竜やアンモナイトなど色々な化
石を展示しながら、化石からわかる進化や太古の地
球環境、形態のおもしろさなど、様々な角度から紹
介します。

新居浜市 7/18（日）
（予定） 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。

新居浜市 7/18（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（41）6224

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、小学生によるちびっこ相撲の白熱した取り
組みが行われます。

新居浜市 7月中旬
（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

やぐらを囲んで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月下旬～

8月下旬
（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
https://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。

新居浜市 ７月下旬
（予定）

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ます。

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。

新居浜市 7月下旬
（予定） 夏越祭夜市

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）

新居浜の夏の風物詩「夏越祭」。一宮神社の夏越祭
に合わせ、登道南商店街で夜市を開催します。

西条市 7/1（木）～
7/10（土） 石鎚山お山開き 祭

❶成就社～石鎚山頂
❷石鎚神社
☎0897（55）4044

西日本最高峰であり、「日本七霊山」のひとつに数え
られる石鎚山のお山開き。7月1日は、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
7/27（火）

前夜祭
7/28（水）
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 7/31（土）
（20時～） にゅうがわ花火大会 祭

❶壬生川駅正面線（旭新開内）
❷にゅうがわ花火大会実行委員会
☎0898（65）5847
https://www.okagenn.com/

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
7月最終日曜日

又は
8月最終日曜日

（予定）
小松町ふるさと祭り

❶小松駅前通り
❷小松町ふるさと祭り実行委員会
☎0898（72）2119

大名行列をメインに、ダンス、高所作業車や白バイ
の試乗、スイカ割り、うなぎつかみ取り、納涼茶会、
宝投げなどのイベントを開催します。また、ビヤガー
デン、焼きそば、かき氷などの各種バザーや金魚す
くい、ヨーヨー釣りなどの露店も出店しています。
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イベントカレンダーBOX 63

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7 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

今治市 7/11（日）
（予定） 第36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。【前年開催日：中止】

今治市 7月中旬
（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今治市大三島支所住民サービス課
☎0897（82）0500

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。【前年開催日：中止】

今治市 7月中旬
（予定） 菊間夏まつり2021

❶瓦のふるさと公園
❷越智商工会菊間支所
☎0898（54）2007

各種バザーや盆踊り大会、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。【前年開催日：中止】

今治市 7月下旬
（予定） 水軍レ－ス大会

❶宮窪町能島沖（村上海賊ミュージアム前）
❷水軍レース実行委員会（宮窪町漁業協同組合内）
☎0897（86）2008

村上海賊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海賊の歴
史・文化を感じることのできる参加型のイベントで
す。【前年開催日：中止】

今治市 7月下旬
（予定）

サマーフェスタ 
in かみうら2021

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）・小学生対
象の釣り堀大会が行われます。また、夜には花火が
打ち上げられ、夜空を彩ります。【前年開催日：中止】

上島町 7/18（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（商工観光課）
☎0897（77）2252
https://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 7/4（日）
（予備日：7/11（日））

第33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（予定）
❷松山市スポ－ティングシティ推進課
☎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。

松山市 7/15（木）
（予備日：7/16（金））

プロ野球フレッシュオー
ルスターゲーム2021

❶坊っちゃんスタジアム
❷（一社）日本野球機構
☎03（6400）1189

2021年のプロ野球フレッシュオールスターゲームが
坊っちゃんスタジアムで開催されます。

松山市 7/17（土）
（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 神事「厳島神社大祭」、花火大会などが開催されます。

松山市 7/17（土）・
7/18（日）

第27回
市民ミュージカル

「美女と野獣」（仮）

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
　事業振興部文化振興課
☎089（909）6154
https://www.cul-spo.or.jp

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
愛媛県

7/20（火）・
7/21（水）

（予定）
えひめＩＴフェア

❶未定
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、振興を目指
す展示会です。

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
（予定）

ここ夏鹿島！！海びらき
フェスタ2021（仮）

❶北条鹿島公園
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。ビーチフラッグス大会やグルメ屋
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）

愛媛県・松山市連携事業
「掘ったぞな松山2021」
報告会

❶松山市考古館
❷松山市考古館　☎089（923）8777
https://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月中旬～

8月中旬
（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

広島の冬を約140万球の光で彩る一大イベント「ひ
ろしまドリミネーション」で実際に使用しているオブ
ジェを展示し、松山城を幻想的に彩ります。

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
https://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。

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2021」

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

令和2年度中に松山市内において発掘調査した遺跡
の出土品と同年度に刊行した調査報告書の掲載品を
展示します。

松山市
7/22（木・祝）～

7/28（水）
（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松山市市民生活課
☎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。
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えひめイベントBOX64
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7 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 7/24（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

鹿島海上沖合いから打ち上げる花火大会が行われま
す。

松山市 7/25（日）
（予備日：8/1（日））

第59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－ティングシティ推進課
☎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（月） 松山市戦争犠牲者
平和祈念追悼式 祭

❶平和記念広場（道後姫塚）
❷松山市市民生活課
☎089（948）6814

戦争犠牲者の追悼を行います。

松山市 7/30（金）～
8/6（金）

NPBガールズトーナメン
ト2021

❶坊っちゃんスタジアムほか
❷（公財）全日本軟式野球連盟
☎03（3404）8831

女子学童野球NPBガールズトーナメントが開催され
ます。

松山市 7/31（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 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）6650

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
https://mbyc.jp/

市内中学生を対象に、外国人と一緒に過ごす英会話
合宿を開催します。

松山市
7月～ 8月の

夏休み期間中
（各5回）（予定）

伝統文化こども伝承
事業 祭

❶松山市民会館・小ホールほか
❷（公財）松山市文化・スポーツ振興財団
　事業振興部文化振興課
☎089（909）6154
https://www.cul-spo.or.jp

松山市内で活動中の伝統芸能愛好者らを講師として、
小学生を対象に各分野の教室を開催します。2021年
度は、競技かるた・将棋・礼儀作法・お琴・三味線・
落語の6教室を開設予定です。

松山市 7月～ 3月
（予定） 地域文化講座

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

7月～ 3月・土曜日・日曜日、計6回の講座を行いま
す。文学や地域の歴史をわかりやすく解説します。

東温市 7/4（日）
（予定） 市民バレーボール大会

❶ツインドーム重信ほか
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です。
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
7/24（土）

18:00 ～（予定）
夏休み最初の土曜
日に開催されます

横河原土曜夜市
❶横河原駅前商店街
❷株式会社くわばら
☎089（964）2145

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。

久万高原町 7/17（土）～
9/5（日）

夏の企画展「100円ショッ
プとホームセンターのアイ
テムでできる博物館のス
ゴ技」

❶面河山岳博物館
❷面河山岳博物館
☎0892（58）2130
https://www.kumakogen.jp/site/omogo-sangaku/

100円ショップやホームセンターのグッズを使った、
昆虫や魚の採集道具のつくり方、イモムシやカエル
の飼育・観察、標本作製や展示の方法など、博物館
のプロのスゴ技を紹介します。

伊予市
7/16（金）・

7/17（土）
（予定）

なかやま夏まつり
祭

❶中山地域内商店街ほか
❷伊予市観光協会
☎089（994）5852
http://iyokankou.jｐ/

中山町の夏の風物詩。暑い夏を吹きとばす打上げ花
火が中山の夜空を美しく彩ります。

伊予市 7月中旬
（予定） 双海の夏祭り

❶未定
❷伊予市観光協会
☎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。地元のおい
しいものを集めた「ふるさと市」や、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
7/24（土）・

7/25（日）
（予定）

第9回伊予彩まつり
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。土曜日は約2,000人が参加
する「伊予おどりパレード」や「ちびっこ魚つかみど
り大会」、日曜日は「花火大会」など多くのイベント
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（木）～

9/5（日）
（予定）

権現山流しそうめん

❶権現山休憩所
❷砥部町商工観光課
☎089（962）7288
https://www.town.tobe.ehime.jp/site/
tokaido53tugi/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～ 9/6】

砥部町
７月上旬～

８月下旬
（予定）

坪内家流しそうめん
❶坪内家
❷NPO法人とべ・TOBE
☎089（962）2747

江戸時代の旧庄屋の邸宅「坪内家」の大井戸周辺で
流しそうめんをお楽しみいただけます。

イ
ベ
ン
ト
カ
レ
ン
ダ
ー



イベントカレンダーBOX 65

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7 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 7/18（日）
（予定） 

元気わくわく川まつり
2021

❶内子町・小田川河川敷
❷五十崎自治センター
☎0893（43）1221
https://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
（予定） 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 7/16（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 7/21（水）
（予定） 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/event-natu2.html

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 7/23（金・祝）・
7/24（土） 新谷夏まつり

❶大洲市・新谷町矢落川堤防沿い
❷新谷公民館
☎0893（25）0024

商店街をよさこいチームが練り歩き、お菓子まきな
どイベント盛りだくさんの2日間。24日には約500発
の花火が打ち上がります。

大洲市 7月下旬 「道の駅」清流の里ひじ
かわ夜市

❶大洲市肱川町・「道の駅」清流の里ひじかわ
❷「道の駅」清流の里ひじかわ
☎0893（34）2700
https://seiryuunosato-hijikawa.co.jp/

素的屋グループさんによる金魚すくいほかゲームイ
ベント、商業者施設の方々のビールやおつまみ軽食
などの出店、音楽イベント、大抽選会、など盛り沢
山のイベントで日頃からご愛顧いただいている皆様
に感謝、交流のお祭りです。

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大洲市教育委員会文化スポーツ課
☎0893（24）1734

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 7/25（日）
（予定）

きなはいや伊方まつり
2021

❶伊方町役場前埋立地ほか
❷伊方町産業課観光商工室
☎0894（38）0211（代表）
https://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・四電ふれあい広場・
海上イベント・花火大会などが催されます。【一昨年
開催日：7/28】

西予市 7/10（土）～
12/5（日）

第26回全国「かまぼこ
板の絵」展覧会

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「いつでも、誰でも、何にでも描くことができる」
を原点に始まった企画。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。文化の
交流を図ります。

西予市 7月上旬
（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の白い砂
浜で明浜の夏を満喫することができます。少し沖合
には、かっぱフロートもあり遊泳を楽しめます。

西予市 7月中旬
（予定） 俵津夏祭り

❶明浜町俵津・文楽会館近辺
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、花火・出店等が
楽しめます。

西予市 7月下旬
（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。

宇和島市 7/3（土）
（予定） 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
7/10（土）～

7/30（金）
（予定）

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。

宇和島市
7月上旬～

8月下旬
（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宇和島市観光物産協会　
☎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 7/15（木）
（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 7/17（土）～
8/31（火）

NKP夏休みこどもプロ
ジェクト

❶伊達博物館
❷伊達博物館
☎0895（22）7776

夏休み限定、こども向け自主学習型ワークショップ。
館内を見学しながらクイズに挑戦できます。
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えひめイベントBOX66
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7 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
7/17（土）・
7/18（日）、
7/24（土）

うわじま牛鬼まつり 祭
❶市内各所
❷宇和島商工会議所　☎0895（22）5555
　宇和島市商工観光課　☎0895（24）1111
https://ushioni.gaina.ne.jp/

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」や、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」、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」や近隣の町村
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」、宇和島湾海上からの「打上花火大会」
など、宇和島を熱くするイベントが盛りだくさんの
お祭りです。また、24日の最終日は四国唯一の伝統
文化である ｢闘牛大会｣、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（土） 定期闘牛大会
和霊大祭場所 祭

❶宇和島市・市営闘牛場
❷宇和島市観光物産協会　☎0895（22）3934
https://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 ７/18（日） 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～
8/29（日）

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
https://www.town.kihoku.ehime.jp/site/
kanko-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（日） 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。

松野町 7/1（木）～
7/31（土） 桃フェア

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。

【前年開催日：桃まつり中止】

松野町 7月中旬 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：中止】

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松野町ふるさと創生課
☎0895（42）1116
https://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》アマゴ釣り大会
 　　　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）【前年開

催日：中止】

松野町 ７月 アマゴ釣り大会
❶足摺宇和海国立公園滑床渓谷
❷万年荘　滑床アウトドアセンター
☎0895（49）1535

国立公園滑床渓谷で行われるアマゴ釣り大会で、釣
れたアマゴの数や大きさを競う大会です。初心者の
方でも気軽に参加いただけます。

【前年開催日：8/8】

愛南町
7/17（土）・

7/18（日）
（予定）

愛南サッカーフェスティ
バル2021

（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）1112

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。

愛南町 ７/24（土）
（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（愛南町一本松支所）
☎0895（84）2211
https://www.town.ainan.ehime.jp/kanko/
sightseeing/matsuri/natsumatsuri.html

一本松地域で夏まつりを開催します。花火打ち上げ
予定。

愛南町 7/25（日）
（予定） 須ノ川公園まつり

❶須ノ川公園
❷愛南町内海公民館
☎0895（85）1021
https://www.town.ainan.ehime.jp/kanko/
sightseeing/matsuri/natsumatsuri.html

美しい自然を活用した「地引網de海人体験」、癒し
の光の「ランタンまつり」等、地域の皆さんで来場
者をおもてなしする夏まつりです。

愛南町
7/31（土）・

8/1（日）
（予定）

会いに行こう。海の生き
物!!シュノーケリング探
検隊 in 須ノ川

❶須ノ川海岸
❷愛南町内海支所
☎0895（85）0311

須ノ川海岸に生息しているサンゴ、亜熱帯魚等の生
き物が、シュノーケリングで観察できます。

愛
媛
県

愛媛県
砥部町

7/1（木）～
7/31（土）

（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
https://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
図るため標語を募集します。

愛媛県
愛南町

7/1（木）～
8/31（火）

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。売店コーナーもあり、軽食・飲料・水
着等も販売します。
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イベントカレンダーBOX 67

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7 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

愛媛県
宇和島市

7/1（木）～
8/31（火） 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できるよう、「涼」をテー
マにしたおもてなしでお客様をお出迎えします。ま
た、夏休み期間中は「夏休み南楽園わくわくスタン
プラリー」も開催します。

愛媛県
松山市 7/3（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。

愛媛県
西予市

7/3（土）～
8/31（火）

県歴史文化博物館特別展
「ふわふわシナモロール
展」

❶愛媛県歴史文化博物館
❷愛媛県歴史文化博物館
☎0894（62）6222
https://www.i-rekihaku.jp/

2001年に誕生したキャラクター「シナモロール」の
ヒストリーや貴重なラフ原画などから誕生の秘密を
探ります。また、そのイメージであるふわふわをテー
マに、体験コーナー、フォトスポットを設けます。

愛媛県
松山市

7/10（土）～
8/29（日）

（予定）

県美術館企画展
追悼　水木しげる　ゲ
ゲゲの人生展

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

本展では、唯一無二の作風により「ゲゲゲの鬼太郎」
や「悪魔くん」などのヒット作を生み出した漫画家、
水木しげるの貴重な原画や関連資料を多数展示しま
す。壮絶な戦争体験や極貧の不遇な時代を経験し、
日本土着の妖怪やお化けなどに独自の見解を示し、
これらを画題として漫画を描いてきた水木の画業を、
自宅の書斎や妖怪ギャラリーの再現、映像を演出等
の工夫によって紹介します。

愛媛県
松山市

7/17（土）～
9/5（日）

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内愛媛人物博
物館

❷愛媛県生涯学習センター
☎089（963）2111
https://www.i-manabi.jp/

ふるさと愛媛をはじめ、わが国の発展に尽くした愛
媛にゆかりのある偉人について、常設展示では紹介1
しきれない、より詳しい内容の展示を実施します。

愛媛県
松山市

7月中旬
（予定） 湯築城歴史塾（第1回）

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
砥部町

7月中旬
（予定）

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
https://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）

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

愛媛県 7月下旬
（予定）

青少年の非行・被害防
止県民大会

❶愛媛県生涯学習センター
❷愛媛県県民生活課
☎089（912）2336（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：10/28】

愛媛県
砥部町

7月下旬～
8月の土曜日

（予定）
夜の動物園

❶とべ動物園
❷とべ動物園　☎089（962）6000
https://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：8/1、8、15、22、29、10/17、31】

愛媛県
7月下旬～

8月下旬
（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
護者を対象に普段は目で見ることができない放射線
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：8/1、16、22】
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えひめイベントBOX68
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8August

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月上旬
（予定） 湖水まつり

❶四国中央市・富郷地域（予定）
❷四国中央市水道局水道総務課
☎0896（28）6452

バザー、花火大会ほかが催されます。
※コロナにより変更する場合があります。

四国中央市 8/15（日）
（予定）

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（77）5003

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月下旬
（予定） 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。

新居浜市 8月上旬
（予定）

第40回にいはま夏まつ
り

❶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。

新居浜市
愛媛県

8月上旬
（予定）

県総合科学博物館
かはく科学研究プレゼ
ンテーション大会

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

生徒のプレゼンテーションスキルアップのために、
県内外の中高生の大会を開催します。

新居浜市
愛媛県

8/13（金）～
8/15（日）

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
https://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（土） 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 8/15（日） 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月中旬 マイントピア別子
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
https://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5,500株の鹿の子百合が咲き誇り
ます。

新居浜市
愛媛県

8月中旬
（予定）

県総合科学博物館
教員のための博物館の
日

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

学習指導要領に沿った施設の利用方法や、講座及び
学習用貸出キットの紹介など、教員を対象とした体
験講座を開催します。

新居浜市 8月下旬の土日

第10回高校生笑い日本
一決定戦
笑顔甲子園“絆”in 新
居浜

❶市民文化センター中ホール、大ホール
❷笑顔甲子園実行委員会
☎0897（32）7777（ハートネットワーク内）
http://www.egaokoshien.jp/index.php

落語、漫才、コント等の高校生によるお笑いパフォー
マンスコンテスト。土曜日に予選バトル、日曜日に準
決勝、決勝バトルが行われます。ゲスト審査員によ
るお笑いライブもあります。
※新型コロナウイルス感染症の影響によりイベント
が中止となる場合があります。

西条市 8月上旬
（予定） 丹原七夕夜市

❶丹原小学校グラウンド（予定）
❷丹原七夕夜市実行委員会（大亀）
☎080（6379）5218

長く続いた丹原の七夕飾りの伝統を受け継ぎ、地域
の有志により七夕夜市が開催されます。露店が立ち
並び愛媛プロレス等のイベントで会場が賑わいます。

西条市 8/15（日）
（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（火） 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4,500
発です。

西条市 8月中旬～
10月上旬 加茂川いもたき

❶加茂川河川敷広場
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） ふりむけば壬生川

❶ＪＲ壬生川駅周辺
❷ふりむけば壬生川実行委員会（村上）
☎090（4975）2001

温かな提灯の灯りのもとの地元の飲食店の出店、こ
どもフリーマーケット、音楽ライブなど多彩な催し
ものを実施し、地域の賑わいを創出します。

今治市 8/13（金）
（予定） はかた夏まつり

❶伯方S・Cパーク
❷今治市伯方支所住民サービス課
☎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。【前年開催日：中止】

今治市 8/15（日）
（予定） きくま軟式野球大会

❶緑の広場公園運動場
❷今治市菊間地域教育課
☎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、
「盆野球」の名前で親しまれています。【前年開催日：
中止】

今治市 8/15（日）
（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
❷今治市吉海地域教育課
☎0897（84）2111

市民はもとより、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、こども園児の踊りなど各種イベントを
開催し、最後にしまなみ海道沿線で最小の花火大会
を実施します。【前年開催日：中止】

イ
ベ
ン
ト
カ
レ
ン
ダ
ー



イベントカレンダーBOX 69

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8August

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月中旬
（予定） ザ・BONフェスタ

❶玉川総合公園運動場多目的広場
❷ 今治市玉川地域教育課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。【前年開催日：中止】

今治市 8月中旬
（予定）

あさくらサマーフェスタ
2021

❶朝倉中学校第２運動場
❷あさくらサマーフェスタ実行委員会
☎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、盆踊りと太鼓の共演、花火大会等が行われ
ます。【前年開催日：中止】

今治市 8/22（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（今治商工会議所内）
☎0898（23）3939
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、高校生によるジャ
ズ演奏、市民ゴスペルなどジャズにふれる機会を提
供します。【前年開催日：中止】

今治市 8/29（日）
（予定）

瀬戸内しまなみ海道今
治伯方島トライアスロン
2021

❶伯方S・C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

観光課内）
☎0898（36）1515
https://www.imabari-triathlon.com/

愛媛県と広島県の間にある芸予諸島の8つの島を9本
の橋でつないだ「瀬戸内しまなみ海道」。
 「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、
全国からトライアスリートを迎えてトライアスロン大
会を開催します。【前年開催日：中止】

今治市 8月（予定） みんなとMAYA MAXX
展

❶今治市河野美術館・玉川近代美術館
❷今治市文化振興課
☎0898（36）1608

未来を担う若い世代や子どもたちに文化芸術に親し
んでもらうための企画展です。今治市出身の画家で
今治応援大使でもあるMAYA MAXXさんの作品を、
絵本原画を中心に2つの美術館で展示します。作家
によるギャラリートークもあります。

上島町 8/7（土）
（予定）

第35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
https://www.kamijima.or.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 8/8（日・祝）
（予定）

第23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
https://www.kamijima.or.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（日） 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
https://www.town.kamijima.lg.jp/

篠塚伊賀守が再起を期するための調練の名残。武者
に扮し勇壮に練り踊ります。

上島町 8月中旬
（予定）

「Love＆Beat LIVE！
2021」

（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
https://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（日）
（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（公財）松山市文化・スポーツ振興財団
　事業振興部文化振興課
☎089（909）6154
https://www.cul-spo.or.jp

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。

松山市 8/1（日）
（予備日：8/8（日・祝））

第59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－ティングシティ推進課
☎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 8/1（日）・
8/2（月） 道後村まつり 祭

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

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

松山市 8/7（土）～
8/12（木）

全日本女子野球選手権
大会

❶マドンナスタジアムほか
❷（一社）全日本女子野球連盟
☎03（3409）1222

全日本女子野球選手権大会が開催されます。

松山市 8/8（日・祝）
（予定）「まつやま子どもの日」

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

子どもを対象としたイベントを行います。（詳細未定）

松山市 8/8（日・祝）
（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月上旬
（予定）

愛媛県・松山市連携事業
「掘ったぞな松山2021」
講演会

❶松山市考古館
❷松山市考古館
☎089（923）8777
https://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 8/11（水） 第49回消防救助技術
四国地区指導会

❶松山中央公園運動広場ほか
❷ 一般財団法人全国消防協会四国地区支部
　（松山市消防局）
☎089（926）9104

四国４県の消防救助隊員が一堂に会して、陸上部門７
種目、水上部門８種目、計15種目を競います。
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えひめイベントBOX70
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 8/12（木） 東京2020パラリンピック
聖火フェスティバル

❶松山市内
❷松山市スポ－ティングシティ推進課
☎089（948）6226

東京2020パラリンピックの聖火の元となる火を起こす
イベントを行います。

松山市 8/17（火）・
8/18（水）

プロ野球公式戦
東京ヤクルトスワローズ 
vs 巨人

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

2021年度プロ野球公式戦が開催されます。

松山市 8月中旬
（予定） 第56回松山まつり

❶大街道・千舟町・城山公園（堀之内）（予定）
❷松山まつり実行委員会
☎089（941）4111
http://www.m-festa.jp/

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、「野球拳おどり」、「野球サンバ」が3日間開催されま
す。

松山市
8/21（土）・

8/22（日）
（予定）

第24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
https://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 8/22（日）
（予定）

第35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
trinakajima@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 8/28（土）
【8/29（日）予備日】

東京六大学野球オール
スターゲーム

❶坊っちゃんスタジアムほか
❷（一財）東京六大学野球連盟
☎03（3409）5610

東京六大学野球オールスターゲームが開催されます。

松山市 8月下旬
（予定）

消防インターンシップ
2021

❶愛媛県消防学校
❷愛媛県消防長会（松山市消防局）
☎089（926）9104

愛媛県消防学校の施設を利用して、新人消防士の気分
を体験します。

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
https://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
（予定） カルスポフェスタ

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
　事業振興部文化振興課
☎089（909）6154
https://www.cul-spo.or.jp

eスポーツ大会や子供向けスポーツ体験教室やこども館
クラブによる遊び体験などを行います。

東温市
8月下旬
（予定）

コロナの状況によ
り中止もあり

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（964）1254

約5,000発の打ち上げ花火が夜空を彩ります。メイ
ン会場では月見踊りが披露され、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多くの出店などでにぎ
わいます。

久万高原町 8/1（日） 久万高原ヒルクライム
レース2021

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。

久万高原町
8/6（金）・

8/7（土）
（予定）

第53回久万納涼まつり
（久万おどり・第38回
久万山御用木まつり）

祭
❶久万高原町役場周辺
❷久万高原町商工会
☎0892（21）2061

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

久万高原町 8/12（木） 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
https://www.kumakogen.jp/site/astro/

グラウンドに寝転がり、職員の解説を聞きながら流
れ星を観察します。

久万高原町 8/21（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久万高原町ふるさと創生課
☎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。

松前町 8/2（月） 高忍日賣神社の奉納村
芝居

❶高忍日賣神社境内
❷高忍日賣神社
☎089（984）8212

毎年8月2日に神社で行われる虫干祭において、地区
の人びとが役者となって演じる村芝居が奉納されま
す。夏の夜の涼を感じさせてくれるイベントです。

松前町 8/7（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。
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イベントカレンダーBOX 71

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
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月8August

中
予
／
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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 8/8（日・祝）
（予定）

第10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
☎089（986）5560
https://www.iyo-triathlon-futami.com/

「しずむ夕日が立ちどまるまち」伊予市双海町の美し
い自然を舞台に、トライアスロン大会を実施します。

伊予市
8/13（金）～

8/15（日）
（予定）

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 8/28（土）
（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、各種屋台など多彩
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。

南
　
　
　
　
　
予

内子町
8/6（金）・

8/7（土）
（予定）

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
https://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（土） いかざき夏まつり
花火大会

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

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（日） 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
https://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4,000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、
ライブ演奏などが開催されます。

内子町 8月中旬～
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
https://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。

内子町 8/21（土） 百八灯籠・踊り念仏・
虫送り 祭

❶内子町・宿間地区、大久喜地区など
❷五十崎自治センター
☎0893（43）1221
https://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
8/21（土）・

8/22（日）
（予定）

内子座文楽公演
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。

大洲市 8/3（火）
（予定）

大洲川まつり花火大会
夏の陣

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

水郷・大洲の夏の夜空に花火が打ちあがります。川
面に映る大輪の花と船影の織りなす景色は絶品です。

大洲市 8/7（土） 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

出店やステージイベントなど、長浜ならではの催し
物がいっぱい。フィナーレには、1,800発の花火が、
夜空を彩ります。

大洲市 8/7（土） ながはま赤橋夏まつり
俳句大会

❶長浜ふれあい会館
❷長浜公民館
☎0893（52）1138

ながはま赤橋夏まつりと合わせて催されます。

大洲市 8/13（金） 山鳥坂夜神楽 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（土） 第39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
https://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（土） 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（火） 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月中旬 鹿野川夏まつり
❶大洲市肱川町
❷大洲市観光協会肱川支部
☎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。
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大洲市 8月中旬～
10月上旬 上須戒観光なし園

❶大洲市上須戒梨生産組合
❷JA愛媛たいき営農部営農振興課
☎0893（24）4183

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 8/21（土）
（予定） 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

駅前では餅撒き、盆踊りなどのイベントで賑わいま
す。

大洲市 8/22（日）
（予定）

大洲市カヌーツーリング
駅伝大会

❶大洲市・肱川
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、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です。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。市
外者の出場可。

八幡浜市 8/12（木） 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（土） 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（日） 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 日土小学校校舎見学会
❶日土小学校
❷八幡浜市教育委員会生涯学習課
☎0894（22）3111

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

伊方町 8/1（日）
（予定） 瀬戸の花嫁まつり

❶伊方町三机荷揚場
❷伊方町役場瀬戸支所　
☎0894（52）0111
https://www.town.ikata.ehime.jp/

ブライダルファッションショー・歌謡ショー・入場者
プレゼント抽選会・納涼屋台・海上花火大会などが
催されます。【一昨年開催日：8/4】

西予市 8/7（土）
（予定）

遊べや学べ明治の学校
一日体験入学

❶宇和町卯之町三丁目109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 8/9（月・振休）
（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
（予定）

かっぱMATURIサマー
in 明浜2021

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

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！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、ビーチバレー大会、シー
カヤック体験、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 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、魚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
❷三好武夫農園
☎0894（62）1801または☎0894（62）4784

デラウェア、紫玉、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。赤系、青系などさまざ
まな品種が（全13）あります。

西予市 8/13（金） 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
https://www.city.seiyo.ehime.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月中旬
（予定）

渡江（トノエ）
歌舞伎くずし盆踊り 祭

❶明浜町渡江・集会所広場
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、勧進帳などの一場面を太鼓や口
説に合わせて踊ります。

西予市 8月中旬の日曜日
（予定） 花取り踊り 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。八幡神社で行われます。

宇和島市 8/7（土）
（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 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。
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イベントカレンダーBOX 73

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8August

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 8/13（金） 三間町納涼大会
❶三間中学校グラウンドほか
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（土） 定期闘牛大会
お盆場所 祭

❶宇和島市・市営闘牛場
❷宇和島市観光物産協会　☎0895（22）3934
https://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（日） 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 8/17（火） 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。

鬼北町 8/1（日）
※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（金）～
8/15（日）

盆踊り大会・夏祭り
（町内各地区）

❶鬼北町内各地区
❷鬼北町教育委員会
☎0895（45）1111

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

鬼北町 8/14（土） 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

江戸時代に日吉地区の農民を中心に一揆を決起させ
た義農・武左衛門とその同志を偲ぶまつり。農民の
紛争で気勢をあげて町を練り歩く武左衛門行列をメ
インに、子供たちによる武左衛門太鼓の演奏、盆踊
り大会、打ち上げ花火などが行われます。

鬼北町 8/22（日）
（予定） 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

成川渓谷にある本格石窯で、地元の素材を生かした
手作りピザ体験を提供します。大自然の中で食べる
ピザは格別！【要予約】

鬼北町 8/22（日） 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 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
https://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（金） 森の国の夏祭り2021
❶虹の森公園周辺
❷松野町商工会　☎0895（42）0505
　松野町ふるさと創生課　☎0895（42）1116
https://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：中止】

松野町 8/14（土） 吉野生地区盆踊り大会
❶松野町・吉野生交流促進センター
❷吉野生支所
☎0895（42）0801
https://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：中止】

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
https://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：中止】

愛南町 8/1（日） 愛南町城辺夏まつり

❶南レク3号城辺公園周辺
❷愛南町商工会城辺支所
☎0895（72）0963
https://www.town.ainan.ehime.jp/kanko/
sightseeing/matsuri/natsumatsuri.html

花火大会、ステージイベント等が楽しめる城辺地域
の夏まつりです。

愛南町 8/1（日）～
8/14（土） 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）1112

【愛媛県指定無形民俗文化財】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。

愛南町
8/7（土）・

8/8（日・祝）
（予定）

愛南サッカーフェスティ
バル2021

（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）1112

中学生を対象として、サッカー大会を開催します。
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えひめイベントBOX74
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8August

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 8/13（金）
（予定）

2021シーパークふなこ
し夏祭り

❶西海地域
❷愛南町西海公民館
☎0895（82）0069
https://www.town.ainan.ehime.jp/kanko/
sightseeing/matsuri/natsumatsuri.html

船越地域で開催される夏祭りです。

愛南町 8/15（日）
（予定）

愛南サッカーフェスティ
バル2021

（U-18女子の部）

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）1112

18歳以下の女子を対象として、サッカー大会を開催
します。

愛南町 8/18（水） 増田はなとりおどり 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）1112
https://www.town.ainan.ehime.jp/kanko/
sightseeing/rekishi/hanatori-odori.html

【愛媛県指定無形民俗文化財】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。

愛南町 8/21（土） 愛南町御荘夏まつり

❶御荘平城商店街ほか
❷愛南町商工会本所
☎0895（73）0700
https://www.town.ainan.ehime.jp/kanko/
sightseeing/matsuri/natsumatsuri.html

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
媛
県

愛媛県
砥部町

（募集期間）
8/1（日）～

8/31（火）
（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
https://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・小中学校生）

愛媛県
松山市

8/4（水）・
8/5（木）

第16回若年者ものづくり
競技大会

競技
大会

❶松山市内
❷愛媛県労政雇用課
☎089（912）2504

工業高校等で技能を習得中の20歳以下の若年者を
対象とした技能競技大会です。アイテムえひめ、県
武道館、愛媛職業能力開発促進センター及び日産愛
媛自動車大学校において、旋盤、ロボットソフト組
込みなど15職種で技能を競います。【中四国初開催】

愛媛県
県内各
市町

8/12（木）～
8/15（日）

（実施日調整中）
東京2020パラリンピッ
ク聖火フェスティバル

❶県内各市町
❷ 東京2020オリンピック聖火リレー愛媛県実行委員会
☎089（947）5570
https://www.pref.ehime.jp/h14150/oripara/
shinptr.html

東京2020パラリンピック競技大会開催に先立ち、採
火、ビジット、出立から構成されるパラリンピック聖
火フェスティバルが愛媛県でも開催されます。

愛媛県
西予市

8/13（金）～
8/15（日）

県歴史文化博物館
夏休みイベント

❶愛媛県歴史文化博物館
❷愛媛県歴史文化博物館　☎0894（62）6222
https://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。

愛媛県
松山市

8月中旬
（予定）

令和3年度第1回スポー
ツ教室無料体験フェス
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

総合運動公園で行っているテニス、卓球といったス
ポーツ教室を無料で体験できるイベントを開催しま
す。

愛媛県
松山市

8月中旬
（予定） 湯築城歴史塾（第2回）

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
松山市

8月下旬
（予定）

第60回交通安全県民大
会

❶県民文化会館
❷愛媛県消防防災安全課
☎089（912）2321

県民の皆様の交通安全に対する意識の高揚と交通マ
ナーの向上に努めるための県民大会を開催します。
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イベントカレンダーBOX 75

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9September

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
9月上旬～
10月中旬

（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

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。

新居浜市 9/11（土）～
10/11（月）

寺坂公雄　煌（きら）め
き－その光と風－

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
https://www.city.niihama.lg.jp/soshiki/bijutu/

新居浜洋画界の指導者として長年市民の創作活動を
支え、また、光風会、日展の重鎮として日本の現代
洋画界を代表する作家です。寺坂氏の描く日本の四
季－鮮やかな色彩、細やかな筆致、素直な表現－全
てが織りなす美しさを感じ取ってください。

新居浜市 9月～ 11月
（予定）

第52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振興課
☎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力の向上を目指す各
種競技会が行われます。

西条市
9/1（水）～

10月上旬
（予定）

中山川いもたき
❶中山川河川敷
❷中山川いもたき実行委員会
☎080（3924）6468

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

今治市 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。【前年開催日：中止】 

今治市
9/18（土）・

9/19（日）
（予定）

上浦町地方祭
（秋まつり） 祭

❶上浦町・町内一円
❷今治市上浦支所住民サービス課
☎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9/26（日）に集結し
ます。【前年開催日：中止】

今治市
9/18（土）・

9/19（日）
（予定）

鏡・岡山地区秋祭 祭
❶大三島町・鏡、岡山
❷今治市大三島支所住民サービス課
☎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。【前年開催日：中止】

今治市
9/25（土）・

9/26（日）
（予定）

宮浦・台地区祭（25日）
大山祇神社産須奈大祭

（26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。【前年開催日：中止】

今治市 9月（予定） 早津佐神社秋祭り
（大下島） 祭

❶関前・早津佐神社（大下島）
❷今治市関前支所住民サービス課
☎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。

【前年開催日：中止】

今治市 9月（予定） 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今治市関前支所住民サービス課
☎0897（88）2111

前日夜は御衣更祭・豊栄の舞・獅子舞。当日は神輿
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。【前年開催日：中止】

今治市 9月（予定） 第73回市展
（今治市美術展覧会）

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。

【前年開催日：9/26 ～ 10/4】

中
　
　
　
予

松山市 9/11（土）・
9/12（日） 道後俳句塾2021

❶松山市立子規記念博物館
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 9/19（日）
（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総館長講演、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）

第56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。

松山市 9月中旬
（予定）

愛媛県・松山市連携事業
「いにしへのえひめ」
報告会

❶松山市考古館
❷松山市考古館　☎089（923）8777
https://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を開催します。

松山市
9月中旬か
10月中旬

（予定）
月のおもてなしin松山城

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、天守ロープウェイの夜間営業、スタンプ
ラリーやいもたき配布などを行います。

松山市 9/21（火） 庚申庵観月会
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、尺八・箏等のコンサートを開催し
ます。

松山市 9/23（木・祝）
（予定）

カルスポカップスリー
エックススリー大会

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
　スポーツ振興課
☎089（909）6154
https://www.cul-spo.or.jp/comcen/

スリーエックススリー（3人制バスケットボール）の大
会を実施します。

松山市 9/25（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。
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えひめイベントBOX76
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9September

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 9/25（土） 動物愛護フェスティバル
えひめ2021

❶愛媛県動物愛護センター
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
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㈱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 9月
（予定） 正岡子規祭

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
https://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、子規にちなんだイベントを開催します。

松山市 9月～ 10月
（予定）

愛媛県・松山市連携事業
「いにしへのえひめ」

❶松山市考古館
❷松山市考古館
☎089（923）8777
https://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 9月～ 10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
https://www.cul-spo.or.jp/koukokan

9 ～ 10月に週1回、5週連続の講座を行います。埋蔵
文化財センターの職員と歴史・文化に詳しい専門家が、
松山の歴史・文化・遺跡についてわかりやすく解説しま
す。

松山市 9月～ 11月
（予定） 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します。

東温市 9/5（日）
（予定） 市民ソフトボール大会

❶ 総合公園グラウンド・かすみの森多目的広場・
重信中学校グラウンド

❷東温市生涯学習課
☎089（964）1500

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

東温市 9/12（日）
（予定）

第36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300㎏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

（実施未定）
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（990）7200

12,500平方メートルのコスモス畑で、約150万本
のコスモスが咲き誇ります。【前年開催日：9/14 ～
10/14】

東温市
9/25（土）

（予定）
（9月最終の土曜

日予定）
奥松瀬川収穫祭

❶奥松瀬川公民館
❷桜羅楽農会
☎089（966）4367

前座イベントとして、地元の子どもたちによる獅子
舞演舞と篠笛演奏があり、メインイベントとして、
扶桑太鼓（伊予市）・さくらゆめ太鼓 夢童（東温市）
による和太鼓ライブが披露されます。
また、新鮮な野菜や農産物加工品の販売に加え、

「ほっちょ鶏」の焼き鳥や猪鍋などが味わえます。
【前年開催日：9/26（一部内容を変更して開催）】

東温市 9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（964）4407

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・東温市他の共催に
よる健康に関するイベントです。医師等による講演
や歯・口腔、薬に関する相談や健康に関する啓発イ
ベント、特産品の販売などを行っています。【前年開
催なし】

久万高原町 9/4（土）～
11/28（日）

町立久万美術館2021年度
自主企画展

「深淵の画家佐藤溪（仮称）」

❶町立久万美術館
❷町立久万美術館
☎0892（21）2881
https://www.kumakogen.jp/site/muse/

佐藤溪（1918-1960年）は放浪の詩人、画家。放浪中、
即興的に描いた水彩画、スケッチを多数遺していま
す。本展では、放浪する前に描いた、魔性あるいは
呪術的な油彩画に注目し、佐藤の画業に迫ります。

久万高原町 9/12（日） 第10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
　（久万高原町ふるさと創生課内）
☎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。

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。

松前町 ９月下旬
（予定） おたたさんで交通茶屋

❶エミフルMASAKI
❷松前町町民課
☎089（985）4228

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

伊予市 9/4（土）
（予定） しもなだ鱧まつり

❶しもなだ運動公園
❷しもなだ鱧まつり実行委員会
☎089（987）0021

全国でもトップクラスのハモの水揚げを誇る双海町
下灘の豊田漁港。地元伊予灘の天然活きハモを贅沢
に使った「特製御膳」をはじめ、漁師レストランの
ハモづくしメニューは必見。美味しいハモを味わい
尽くしましょう。
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イベントカレンダーBOX 77

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9September

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 9/4（土）
（予定）

夕焼けプラットホームコ
ンサート36

❶JR下灘駅
❷伊予市観光協会
☎089（994）5852
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、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。

伊予市 9/23（木・祝）
（予定）

第34回
なかやま栗まつり

❶栗の里公園
❷伊予市観光協会
☎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、ゆで栗試食コーナー、イガ栗プレゼント、出
店コーナー（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）、楽しいステー
ジイベントを予定しています。※内容について変更
となることがあります。

南
　
　
　
　
　
予

内子町 9月下旬 八日市町並観月会
❶内子町町並保存地区
❷内子町八日市・護国町並保存センター
☎0893（44）5212
https://www.we-love-uchiko.jp/

町並保存地区には軒先に提灯が吊され、幻想的な雰
囲気の中、櫨（はぜ）取り唄踊りや琴の演奏で情緒
溢れる趣を楽しむことができます。昼とは表情が一
変する町並保存地区は必見です。

内子町 9月下旬
（予定）

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。

大洲市
9月上旬

（初煮会）
～ 10月中旬

いもたき
❶大洲市・如法寺河原
❷大洲市観光協会
☎0893（24）2664
http://www.oozukankou.jp/imotaki.html

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。藩政
時代から続くといわれる、大洲ならではの秋の風物
詩です。

大洲市 9月中旬 肱川イベント松山広場
❶松山市・道後「放生園」
❷大洲市観光協会肱川支部
☎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 9/25（土） 前夜祭/龍馬を語る夕べ
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
https://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、龍馬を肴に親睦を深めます。

大洲市 9/26（日） 第33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
https://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 9/26（日） サイクリング佐田岬

2021

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、中級者向けのミドルコース、子どもから大
人まで楽しめるショートコース、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 9/4（土）
（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

むかし集落で起こった大火災を二度と起こさないた
めに祈願したのが始まりで、市の無形文化財に指定
されています。

西予市 9/23（木・祝） 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、もちまきなどが行われます。

西予市 9月下旬 奥伊予秋の収穫祭
❶城川町下相・国道197号線沿い
❷道の駅「きなはい屋しろかわ」
☎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

土居家において裏山ライトアップ、いもたきを開催
します。

宇和島市 9/1（水） 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。

鬼北町 9月中旬 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。

愛南町 9/4（土） 緑八朔相撲 祭
❶愛南町緑公民館
❷愛南町緑公民館
☎0895（70）1501

緑地域で行われる相撲大会です。地元の小・中学生
から大人たちが参加して、個人戦、団体戦で競います。
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えひめイベントBOX78
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9September

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 9/19（日）

（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
☎0895（73）0444

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
　
媛
　
県

愛媛県
松山市 9/4（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。

愛媛県
宇和島市

9/10（金）～
9/26（日） 南楽園観月祭「いもたき」

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。期間
中の土曜日を中心に、雅楽やジャズの演奏やお子様
向けのイベントを開催します。

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愛媛県生涯学習センター
❷愛媛県青少年育成協議会
　（愛媛県県民生活課内）
☎089（912）2336（直）

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

【前年開催日：9/5】

愛媛県
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。

愛媛県
砥部町

9/20（月・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
https://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】

愛媛県
砥部町

9/20（月・祝）
（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
https://www.tobezoo.com/

園内長寿動物のお祝い会を行います。【前年開催日：
9/16】

愛媛県
松山市

9月中旬
（予定） 湯築城歴史塾（第3回）

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
砥部町

9月中旬
（予定）

第22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
https://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）

愛媛県
松山市

9月中旬
（予定）

だれもが楽しめるスポー
ツイベント～えがおス
ポーツデー～（総合型地
域スポーツクラブフェス
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）2216
http://www.epsc.jp
info@eco-spo.com

総合運動公園で行っているフラダンス、テニスといっ
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。

愛媛県
砥部町

9/22（水）
（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
https://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】

愛媛県
松前町 9/23（木・祝） ふれあいフェスティバル

2021
❶エミフルMASAKI
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：
9/27】

愛媛県
松山市

9/25（土）
（予定）

動物愛護フェスティバル
えひめ2021

❶愛媛県動物愛護センター（予定）
❷愛媛県動物愛護センター
☎089（977）9200

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

愛媛県
西予市

9/25（土）～
11/28（日）

県歴史文化博物館特別展
「大名の船－海の参勤交
代－」

❶愛媛県歴史文化博物館
❷愛媛県歴史文化博物館
☎0894（62）6222
https://www.i-rekihaku.jp/

海賊停止令を経て海賊衆は独立性を失い、戦闘を目
的としていた水軍の船も参勤交代の手段へと変化し
ていきました。本展では江戸時代における西国大名
の船の姿や海の大名行列ともいわれる華麗な船行列
の模様を紹介するとともに、参勤交代に関連して大
名が設けた大坂屋敷・江戸屋敷についても取り上げ
ます。

愛媛県
松山市

9月下旬～
10月上旬 第46回くすりと薬草展

❶松山大学（予定）
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。

愛媛県
松山市

9月
（予定）

愛媛MP人権サポーター
デー

❶坊っちゃんスタジアム
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：8/27】

愛媛県
松山市

9月～ 12月
（予定） 中期スポーツ教室

❶愛媛県総合運動公園
❷（公財）愛媛県スポーツ振興事業団
☎089（963）2216
http://www.epsc.jp
info@eco-spo.com

総合運動公園スポーツ施設でのテニスやバドミント
ンなど様々なスポーツ教室を開講します。
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イベントカレンダーBOX 79

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10October

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（水）～
10/15（金） 川之江秋祭り 祭

❶四国中央市内（川之江地区）
❷四国中央市川之江観光協会
☎0896（77）5003

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（水）～
10/15（金）

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（77）5003

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（水）～
10/23（土） 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

○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 10/31（日） 子育てフェスタ2021
（子育て

支援）

❶伊予三島運動公園体育館
❷四国中央市こども課
☎0896（28）6027

子育て支援に関わる各種団体のネットワークづくり
と情報発信、そして子育て親子の交流等を目的に毎
年開催しています。親子で一緒に楽しめるイベント
や、飲食等の多種さまざまなブースの出展もありま
す。※コロナにより変更する場合があります。

四国中央市 10月下旬
（予定）

四国中央スカイラン
2021

❶霧の森～霧の高原～塩塚高原
❷四国中央スカイラン実行委員会
☎0896（28）6187

「霧の森」をメイン会場・スタート地点とし、ススキ
の景観が美しい塩塚峰を目指す登山競走を開催しま
す。

四国中央市
新居浜市

10月下旬
（予定）

別子・翠波はな街道サイ
クリング2021

❶別子・翠波はな街道
❷新居浜市運輸観光課　☎0897（65）1261
　四国中央市観光交通課　☎0896（28）6187

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。

四国中央市 10月下旬
（予定）

てらの・金砂湖畔広場
感謝祭

❶てらの湖畔広場
❷四国中央市観光交通課
☎0896（28）6187

地元の食材を使った「てんぷら」や「あめごの塩焼き」、
間伐材を使用した木工製品の販売やダム見学で賑わ
います。また、サイクリングとの同日開催で、ファミ
リーコースの会場にもなっています。

新居浜市 10/9（土）・
10/10（日） 大島秋祭り 祭

❶大島島内
❷大島交流センター
☎0897（45）1006

１日目の夜「夜宮」の運行、２日目に「船御幸」を実
施します。

新居浜市
愛媛県

10/9（土）～
11/28（日）

県総合科学博物館企画展
「電気のびっくり箱」

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

私たちの身のまわりには電気を利用したものがたく
さんあります。電気をつくる・ためる仕組みを体験
展示で紹介したり、電気を光や熱、音、運動などに
変えて利用されている機器を紹介したりして電気の
ひみつに迫る展示を行います。

新居浜市
愛媛県

10/9（土）～
11/28（日）

県総合科学博物館巡回展
「生誕100年　南部陽一
郎展」

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

2008年にノーベル物理学賞を受賞した世界的物理
学者南部陽一郎の生誕100周年を記念する全国巡回
展。物理学の預言者と呼ばれる南部の偉業や生い立
ちなど、その生涯を実物資料と体験展示で解説しま
す。

新居浜市 10/15（金）～
10/18（月） 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
https://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、勇壮華麗なかき
くらべが見どころです。

新居浜市 10月中旬～
（予定）

第46回新居浜太鼓祭り
写真コンテスト
作品募集

❷（一社）新居浜市観光協会
☎0897（32）4028
http://niihama.info/

第46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
11月中旬に審査会を実施し、グランプリをはじめ約
24点を選出いたします。入賞作品は、観光ポスター
やパンフレット等に掲載されます。

西条市

10/9（土）～
10/10（日）、

10/14（木）～
10/17（日）

（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
https://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。

西条市 10/9（土）
（18：00 ～ 20：30）

第28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（4503）5050（平木）
https://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
10/9（土）～
10/10（日）、

10/14（木）～
10/17（日）

西条まつり 祭

❶西条市内一円
❷西条市観光振興課・西条市観光物産協会
☎0897（52）1690・☎0897（56）2605
https://www.city.saijo.ehime.jp/
kanko@saijo-city.jp
http://www.saijo-imadoki.jp/

「西条まつり」は毎年10月の第2土曜日・日曜日と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。
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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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東
　
　
　
　
　
予

西条市 10/17（日）
（予定） 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 10/17（日）
（予定） 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 10/24（日）
（予定）

クラシックCarニバル
in 小松2021

❶小松中央公園（予定）
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
150台以上を展示。豪華賞品が当たるビンゴゲーム、
コーラ早飲み大会、宝投げ、バザーも開催します。

今治市 10/1（金）～
10/3（日）

第20回記念
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 瀬戸内しまなみ海道スリーデーマーチ実行委員

会（今治市観光課内）
☎0898（36）1515
http://www.shimanami3dm.jp/

今治市、尾道市、上島町が協力して開催するウオー
キング大会で、瀬戸内海の絶景を楽しみながら歩い
て、しまなみ海道沿線の魅力を堪能できます。全国
のウオーカーとの交流が楽しめるのも大きな魅力で
す。（一社）日本ウオーキング協会認定大会。【前年
開催日：延期】

今治市 10/3（日）
（予定）

第35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今治市スポーツ振興課
☎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（高校生
以上）・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
年開催日：中止】

今治市 10/3（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今治市スポーツ協会朝倉支部
☎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。【前年開催日：中止】

今治市 10/3（日）
（予定） 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

赤組、青組に分かれての昔ながらの運動会です。　【前
年開催日：中止】

今治市
10/9（土）・
10/10（日）

（予定）
伯方の秋祭り 祭

❶伯方町全域
❷今治市伯方支所住民サービス課
☎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。

【前年開催日：10/10・11】

今治市
10/9（土）・
10/10（日）

（予定）
今治せんいまつり2021

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。【前年開催日：10/10・11】

今治市
10/9（土）・
10/10（日）

（予定）
宮窪の秋祭り 祭

❶宮窪町・町内一円
❷今治市宮窪支所住民サービス課
☎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。

【前年開催日：中止】

今治市 10/14（木）
（旧暦9/9） 大山祇神社抜穂祭 祭

❶大三島町・大山祇神社
❷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 10/17（日）
（予定）

いまばり環境フェスティ
バル2021～ Imabari 
Recycling Day ～

環境
イベント

❶今治市クリーンセンター「バリクリーン」
❷今治市リサイクル推進課
☎0898（47）5374

「いまばりを日本一美しいまちへ」をスローガンに
CYCLE（循環型社会／自転車）とRECYCLE（再循環・
再利用）でお子様から大人までが「環境」を考え「環
境」で楽しめるイベントです。

【前年開催日：10/18】

今治市 10/17（日）
（予定） おおにしフェスタ2021

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。

【前年開催日：中止】

今治市 10/17（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今治市菊間支所住民サービス課
☎0898（54）3450

菊間町加茂神社の祭事として行われる「お供馬の走
り込み」は、愛媛県無形民俗文化財の指定を受けた
伝統行事で、祭用の鞍や装飾具を着けた馬に、３～
15歳までの少年が乗子（騎手）となり、「ホイヤー、
ホイヤー」の勇ましいかけ声とともに300mの参道
を駆け抜けます。
午前８時頃から午前11時まで【前年開催日：中止】

今治市 10/17（日）
（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66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。【前年開催日：中止】

今治市
10/24（日）～
11/14（日）の
土曜日または
日曜日（予定）

第39回今治文化芸術祭
❶今治市中央公民館・今治市総合福祉センターほか
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。

【前年開催日：10/24 ～ 11/14】
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イベントカレンダーBOX 81

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10October

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月下旬 八幡神社地方祭 祭
❶朝倉下・八幡神社
❷今治市朝倉支所住民サービス課
☎0898（56）2500

獅子舞などが行われます。
【前年開催日：中止】

今治市 10月下旬
（予定）

かわら館フェスタ2021
～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

100種900株のバラが美しく咲き誇る公園内で、バ
ラ苗の販売や各種バザーが行われます。夜になると
かわら館前の「ゆめロード」に、1,000本の瓦灯籠が
点灯し、幻想的な世界を醸し出します。【前年開催日：
中止】

今治市 10月下旬
（予定） 吉海文化芸能祭

❶今治市吉海学習交流館
❷今治市吉海地域教育課
☎0897（84）2111

生花・陶芸・押花・書道等、こどもから一般の方々
の作品の展示や、カラオケ・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。【前年開催日：中止】

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上島町せとうち交流館（商工観光課）
☎0897（77）2252
https://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（金） 種田山頭火遺品
特別公開

❶一草庵
❷松山市文化財課
☎089（948）6891

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

松山市
10/1（金）～

10/5（火）
（予定）

※10/4（月）は休館

松山市民文化祭
第40回美術展

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

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

松山市 10/2（土） 湯豆腐忌
❶庚申庵史跡庭園
❷NPO法人GCM庚申庵倶楽部
☎089（915）2204

栗田樗堂の命日にあわせ、その功績を偲び、連句挙行
やお茶席などを設けます。

松山市 10/9（土） 第35回松山市長杯障が
い者ソフトボール大会

❶重信川ソフトボール広場
❷松山市障がい福祉課
☎089（948）6353

障がい者のソフトボール大会です。

松山市 10/10（日） 山頭火一草庵まつり
❶一草庵
❷NPO法人まつやま山頭火倶楽部
☎090（6882）0004

俳人・種田山頭火が一草庵で没した日（一草忌）に、
山頭火を顕彰するイベントを開催します。

松山市 10/11（月） 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（10月11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 10/17（日）、
10/24（日）

松山市民文化祭第40回
芸術祭「伝統芸能と現代
芸能の祭典」

❶松山市民会館・中ホール
❷松山市文化協会
☎089（909）8008

松山市文化協会会員団体による音楽・舞踊・芸能など
の公演を行います。

松山市 10月中旬
（予定）

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
生日会席膳や総館長の講話を楽しむ会を開催します。

松山市 10月中旬
（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。

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 10/24（日）
（予定）

第30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
https://www.cul-spo.or.jp/rainbow

青少年団体や地元五明地区をはじめ、多くの方々の協
力を得てバザー、場内の自然や施設を生かした野外活
動の体験コーナー、そしてステージでの文化プログラ
ム等、楽しい秋の一日を過ごしていただきます。

松山市 10/30（土） 松山市の日
愛媛FC vs 京都サンガF.C.

❶ニンジニアスタジアム
❷株式会社愛媛FC
☎089（927）0808

愛媛FCのホームゲームを通じて、様々なイベントを行
います。

松山市 10/30（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 10/31（日） 松山市民体育祭2021
❶松山中央公園運動広場
❷松山市スポ－ティングシティ推進課
☎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 10/31（日）
（予定）

人権啓発フェスティバル
2021

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）6604
jinkenkeihatu@city.matsuyama.ehime.jp

人権に関する講演会のほか、福祉作業所等による手作
り品・物産品等の販売などを行います。
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えひめイベントBOX82
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
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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

松山市 10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
https://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 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
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・河野氏関係交流会が催さ
れます。

松山市 10月下旬
（予定）

第39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～

11月上旬
（予定）

第123回松山植木まつり

❶松山総合公園
❷松山市公園緑地課　
☎089（948）6854
https://www.city.matsuyama.ehime.jp/shisei/
kakukaichiran/tosiseibibu/kouenryokuti_top.html

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

松山市
10月下旬～

11月上旬
（予定）

第23回緑化市民まつり

❶松山総合公園
❷松山市公園緑地課　
☎089（948）6854
https://www.city.matsuyama.ehime.jp/shisei/
kakukaichiran/tosiseibibu/kouenryokuti_top.html

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き、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」の実現を目指します。

松山市 10月
（予定）

『坂の上の雲』のまちを
歩こう　ふるさとウォーク

（仮）

❶松山市（未定）
❷松山市まちづくり推進課
☎089（948）6996

『坂の上の雲』ゆかりの地をはじめとした地域資源を巡
るウォーキングイベントです。

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
https://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。

松山市 10月
（予定）

プロテイン・アイランド・
松山2021
一般向け体験セミナー

❶松山市内
❷松山市地域経済課
☎089（948）6714

大学の先生方による、愛媛・松山発のタンパク質研究
に関する講演や実験等を行います。

松山市 10月
（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

「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
を行います。

松山市 10月
（予定）

愛媛県・松山市連携事業
後期展「いにしへの
えひめ」講演会

❶松山市考古館
❷松山市考古館　☎089（923）8777
https://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 10月
（予定） まつやま環境フェア2021

❶アイテムえひめ（予定）
❷松山市環境モデル都市推進課
☎089（948）6434

松山市と、企業や団体のエコな最新の取組を紹介する
ほか、ステージイベントの開催や、電気自動車・水素自
動車などのエコカーを展示を通じて、環境保全の意識
を高めます。

松山市 10月頃（予定） 第37回まつやま市民シ
ンポジウム

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、様々
な分野から取り上げたテーマをもとに、松山市と（公社）
松山青年会議所共催でシンポジウムを開催します。

松山市 10月～ 11月
（全5回）（予定） カメラ教室実践編

❶松山市民会館・会議室
❷松山市民会館
☎089（931）8181

オート撮影を卒業された方々が、より自分の意図にあっ
た写真の撮り方を学ぶデジタル一眼レフカメラ教室で
す。

松山市 10月～ 11月
（全８回）（予定）

ペン習字教室
（第２期）

❶松山市民会館・会議室
❷松山市民会館
☎089（931）8181

講師に教わりながらペン字の練習をするペン習字教室
で、参加者が自分の文字を以前よりも好きになれるよ
う導きます。

松山市 10月～ 11月
（全８回）（予定）

ゴスペル教室
（第２期）

❶松山市民会館
❷松山市民会館
☎089（931）8181

呼吸・発声・発音等の基礎を身につけながら、ゴスペ
ル特有のハーモニーや大勢で歌う醍醐味を体感します。
最終回では練習成果の発表としてミニ・コンサート等を
行います。

松山市 10月～ 12月
（全8回）（予定）

松山大学・カルスポ
公開講座

❶松山大学内
❷（公財）松山市文化・スポーツ振興財団
　事業振興部文化振興課
☎089（909）6154
https://www.cul-spo.or.jp

松山大学の教授をはじめとして、企業や官公庁、芸術、
NPOなど様々な分野で活躍中の方を講師としてお招き
し、専門的な講座を開催します。

松山市 10月～ 1月
（予定）

松山を楽しもうキャン
ペーン

❶城山公園
❷松山を楽しもうキャンペーン実行委員会
☎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、歌謡チャンピオン大賞を開催しま
す。

東温市 10/1（金）
（予定）

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。今年はバイオリンとチェロによる演奏を予
定しています。

東温市 10/9（土）
（予定） 獅子舞大会（重信地区） 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。
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東温市 10/9（土）
（予定） 獅子舞大会（川内地区） 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 10/17 （日）
（予定）

井内
棚田の新米まつり

❶川東集会所周辺
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の販売が行われ
ます。【前年開催なし】

東温市 10/24（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12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月下旬～

11月上旬
（未定）

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
10月下旬～

11月上旬
（未定）

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

久万高原町 10/2（土）～
11/28（日）

開館30周年記念企画
第55回特別展「博物館
のお宝大放出～面博30
年のあゆみ～」（仮題）

❶面河山岳博物館
❷面河山岳博物館
☎0892（58）2130
https://www.kumakogen.jp/site/omogo-sangaku/

開館30周年を記念し、過去の取り組みやこれまでの
収集資料を幅広く公開。林業用の巨大なノコギリや
斧、民具類などの生活道具、100点を超す石鎚山系
の野鳥剥製、膨大なヘビやカエル標本、そして数万
点の昆虫標本を展示します。モノを通して久万高原
の自然と暮らしを見つめてみませんか？

久万高原町 10/3（日）
（予定）

第26回
やなだに産業まつり

❶やなだにさんさんドーム
❷久万高原町ふるさと創生課
☎0892（21）1111

地元グルメや農産物の販売のほか、餅まきなどの来
場者の方が楽しめる催しが行われます。メインステー
ジでは、ゲストを招いての歌謡ショーなどを予定し
ています。

久万高原町
10/16（土）・

10/17（日）
（予定）

第50回記念久万林業ま
つり

❶久万公園・愛媛県林業研究センター
❷久万高原町林業戦略課
☎0892（21）1111

今回で50回を数える町を代表するまつり。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 10/24（日）
（予定） 久万高原秋の収穫祭

❶久万農業公園
❷久万農業公園
☎0892（41）0040

農産物販売、石窯ピザ焼き体験、景品付き餅まきな
どさまざまなイベントを行います。

久万高原町 10/24（日）
（予定）

第25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ハーフマラソン、10㎞ロード
を予定。県内外から多くのランナーが参加し開催さ
れます。※種目については変更の可能性有り

松前町 10/2（土）
（予定）

松前町健康づくりフォー
ラム

❶松前総合文化センター
❷松前町子育て・健康課
☎089（985）4118

ゲストによるトークショーやパネルディスカッション
などのステージイベント、インストラクターによる運
動体験イベントが開催されます。

松前町 10/14（木）・
10/15（金） 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。

松前町 10月下旬
（予定） まさき文化祭

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

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

伊予市 10/24（日）
（予定）

第25回しおさい
クリテリウム駅伝

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

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

伊予市  10月～ 11月
（予定）

第14回いよし市民総合
文化祭＆ふるさとフェス
ティバル

❶ＩＹＯ夢みらい館（予定）
❷ いよし市民総合文化祭＆ふるさとフェスティバ

ル実行委員会
　（伊予市教育委員会事務局社会教育課内）
☎089（983）4051

アートフェスティバル・こども美術展・ふるさと芸能
大会などを開催します。

南
　
　
予

内子町 10月下旬～
11月上旬 小田深山渓谷の紅葉

❶内子町小田深山渓谷
❷内子町役場小田支所
☎0892（52）3111

小田深山は、海抜750ｍから1,560ｍに位置する国有
林の中にあり、渓谷は本流10kmに及びます。全長
約1.5kmの遊歩道では、赤・黄色・山吹色・明るい
茶色と、様々な色が渓谷や山を染めます。

大洲市 10/16（土） 第24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・長浜高等学校（長高
水族館）

❷大洲市中央公民館
☎0893（57）9994

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。
体験フェスティバルin交流の家も同時開催されます。

大洲市 10月中旬
（予定） ツール・ド・ひじかわ

❶大洲市内
❷大洲市サイクリング協会
☎0893（24）1717

市内の自然を楽しめる上級・中級・初級コースを設
定し、各エイドでは市の特産品のおもてなしなど、
大洲を満喫できるイベントです。

大洲市 10月中旬～下旬 河辺ふれあいフェスタ
2021

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

地域住民手づくりのイベント。発表会、作品展示、
バザー、お菓子まき、もちまきなどが催されます。
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大洲市 10/23（土） 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 10/24（日） 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 10/26（火） 地方祭（春日神社） 祭
❶大洲市河辺町内
❷大洲市河辺公民館
☎0893（39）2551

大洲市河辺町内各地区で神輿や牛鬼などの練り歩き
があります。

八幡浜市
10/15（金）、
10/17（日）、
10/23（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、17日喜木津地区、17日（10月第3
日曜）喜須来地区、23日（10月第4土曜）三島神社
秋季大祭）

八幡浜市 10/18（月） 第18回唐獅子・五ツ鹿
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（月）・
10/19（火） 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、五ツ鹿踊り、神輿、牛鬼等も繰り出す市民総
参加の秋祭りです。

伊方町 10/8（金）・
10/9（土）

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）1111

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・9】

伊方町 10月上旬
（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：10/12・
13】

伊方町 10月中旬
（予定） 伊方地区秋季大祭 祭

❶伊方小学校・九町八幡神社
❷伊方町産業課観光商工室
☎0894（38）0211（代表）

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：10/19・20】

西予市
10/9（土）～

10/11（月）
（予定）

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
（予定） 遊子谷秋祭り 祭

❶城川町遊子谷
❷西予市城川町遊子川公民館
☎0894（85）0111

天満神社の秋祭りで、県指定無形民俗文化財の七鹿
踊りや、浦安の舞（予定）が奉納されます。

西予市 10月中旬～
11月中旬 野村秋まつり 祭

❶野村地区内の各地
❷西予市観光協会野村支部
☎0894（72）1115

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

西予市 10/22（金） 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月下旬
（予定）

宵宮の潮垢離
（高山地区） 祭

❶明浜町高山公民館裏海岸
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月下旬
（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、地区ごとのお祭り
が楽しめます。

西予市 10月下旬
（予定）

2021雑巾がけレース 
『Z-1グランプリ』in 
せいよ

❶宇和米博物館
❷西予市商工会青年部
☎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
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 10/3（日）
（予定） 吉田町芸能祭 祭

❶吉田公民館
❷宇和島市吉田支所吉田教育係
☎0895（49）7098

町内文化団体芸能部門の年に一度の合同祭典。地域
中学生や高校生も参加し、多彩な演目を披露します。

宇和島市 10/3（日）
（予定）

第63回四国西南地域
陸上競技大会

❶丸山公園陸上競技場
❷ 宇和島市教育委員会文化・スポーツ課スポーツ

振興係
☎0895（24）1111

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

宇和島市
10/9（土）～

11/28（日）
（予定）

秋期特別展
❶伊達博物館
❷伊達博物館
☎0895（22）7776

四国大名家ゆかりの武器・武具類を中心に、鎧兜・
刀剣・火縄銃などを展示します。
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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

１０
月

イイ トト
カカ レレ ンンダダーー
ンンベベ

月10October

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
10/9（土）～

4月中旬
（予定）

ダテハク企画展２
吉田藩のおとのさま

（予定）

❶伊達博物館
❷伊達博物館
☎0895（22）7776

吉田藩伊達家のおとのさまが描いた書画や絵画を中
心に、ゆかりの調度類などを展示します。

宇和島市 10/14（木） 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 10/16（土） 伊吹八幡神社秋祭り 祭
❶宇和島市内
❷伊吹八幡神社
☎0895（22）1282

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

宇和島市 10/16（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 10/17（日） きなはいや吉田三万石
2021（吉田産業祭）

❶吉田公民館･吉田支所前周辺
❷吉田三間商工会
☎0895（52）2233

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

宇和島市 10/19（火） 三浦天満神社秋祭り 祭
❶宇和島市内
❷三浦公民館
☎0895（29）0950

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（日）
（予定） 秋のつしま商工まつり

❶津島町・津島プレーランド
❷津島商工会
☎0895（32）2215

宇和島市津島町の郷土料理や、どぶろく「NASSO」
など地域産品の展示即売会を実施します。

宇和島市 10/23（土） 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 10/24（日） 定期闘牛大会
秋場所 祭

❶宇和島市・市営闘牛場
❷宇和島市観光物産協会　
☎0895（22）3934
https://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 10/24（日）
（予定）

第40回宇和島市
駅伝競走大会

❶宇和島市内
❷ 宇和島市教育委員会文化・スポーツ課スポーツ

振興係
☎0895（24）1111

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

宇和島市 10/29（金） 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 10/31（日）
（予定）

四万十・南予横断
2リバービューライド
2021

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。

鬼北町 10/9（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 10/10（日）
（予定） でちこんか2021

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 10/30（土） 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。

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月下旬（日） 秋まつり 祭
❶松野町内
❷松野町教育委員会
☎0895（42）1118
https://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（神事）：松丸地区10/18・吉野生地区10/25】

愛南町
10/10（日）、
10/17（日）

（予定）

愛南サッカーフェスティ
バル2021

（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）1112

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。

愛南町 10/17（日） 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」
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
https://www.town.ainan.ehime.jp/kanko/
sightseeing/matsuri/marugochi.html

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。
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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

１０
月

イイ トト
カカ レレ ンンダダーー
ンンベベ

月10October

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
10/30（土）

（予備日11/13（土））
（予定）

あいなん磯釣大会2021
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）
2021

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

地元の有志を中心にJAZZコンサートを企画・開催
予定です。

愛
　
媛
　
県

愛媛県
松前町

10/2（土）・
10/3（日）

（予定）
愛媛の３Rフェア

❶エミフルＭＡＳＡＫＩ
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」（スゴeco）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みや県民が身近に取り組め
る３R活動等を紹介します。【前年開催日：10/3・4】

愛媛県
松山市

10/2（土）～
11/30（火）

（予定）
生誕200年　三輪田米
山展

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

伊予松山の神官三輪田米山（みわだ　べいざん）
（1821-1908）は、書を書き、歌を詠み、酒を愛し、
独自の奔放かつ破格の書を残しました。中でも酔い
に任せて書き上げた書は、その生前から高い評判を
呼びました。本展は、生誕200年の節目に、国内最
大規模を誇る大阪の山本發次郎コレクションを中心
に、県内各所に伝わる代表作を交え、米山の作品を
一堂に紹介するものです。

愛媛県
宇和島市

10/9（土）～
11/30（火） 秋のいやしの南楽園

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

期間中の南楽園と南楽園ファミリーパークの週末を
中心に「いやしの庭園カフェ」「ハロウィンパーク」

「南楽園秋の盆栽展」「移動動物園」「ウォーキング」
など催しを開催します。

愛媛県
松山市

10/10（日）
（予定） 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
砥部町

10月上旬の土曜日
（予定） 夜の動物園

❶とべ動物園
❷とべ動物園　
☎089（962）6000
https://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：8/1、8、15、22、29、10/17、31】

愛媛県
松山市

10/16（土）
（予定）

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。

愛媛県
松山市 10月中旬 障がい者芸術文化祭

～こころ集まれ2021～
❶松山大街道商店街
❷愛媛県障がい福祉課
☎089（912）2424

障がいのある方の芸術文化活動の発表の機会として
「障がい者芸術文化祭」を開催。障がいのある方によ
る歌やダンスなどのステージ発表のほか、アート作
品の展示・販売、ライブアートパフォーマンスやアー
ト体験など、御来場の皆様が楽しめる芸術文化の祭
典です。

愛媛県
松山市 10/30（土） 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：
10/31】

愛媛県
砥部町

10/31（日）
（予定） とべ動物園の日 祭

❶とべ動物園
❷とべ動物園　
☎089（962）6000
https://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：10/25】

愛媛県
松山市

10月下旬
（予定）

2021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
https://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、起震車による地震体験等を行
います。【前年開催日：10/24・25】

愛媛県
松山市 10月下旬 第16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）0731

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

愛媛県
松山市

10月下旬
（予定）

令和３年度
人権ポスター展

❶愛媛県生涯学習センター
❷愛媛県教育委員会人権教育課
☎089（912）2960
https://ehime-c.esnet.ed.jp/jinken/index.html

県内の小・中・高等学校等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：
10/24 ～ 29】

愛媛県 10月下旬～
（予定）

「えひめ教育の日」推進
大会・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
https://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：10/24】
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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

１０
月

イイ トト
カカ レレ ンンダダーー
ンンベベ

月10October

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

愛媛県
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：10/25】

愛媛県
松山市

10月
（予定） 湯築城歴史塾（第4回）

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
松前町

10月～ 11月ころ
（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。【過去の開催日：2019/10/8、2020年
中止】

愛媛県 10月～ 12月
（予定）

令和３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（947）5581
https://www.pref.ehime.jp/

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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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

11
月

イイ トト
カカ レレ ンンダダーー
ンンベベ

月11November

東
予

市町名 開催日 イベント名 区分 ①会場　②問い合わせ先 内容

東
　
　
　
　
　
予

四国中央市 11月上旬
（予定） 霧の森秋の大収穫祭

❶霧の森
❷霧の森
☎0896（72）3111

地元特産品の販売、各種バザー、イベントステージ
などが行われます。

四国中央市
11/20（土）・

11/21（日）
（予定）

第17回四国中央市産業祭
＆第24回JAうまグリーン
フェスタ

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

農作物展示・販売（地方発送）・紙加工品展・赤石五
葉松盆栽展・海産物などの販売・フリーマーケット・
各種バザーなどが催されます｡ ※コロナにより未定

新居浜市
愛媛県 11/7（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
https://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27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月上旬～
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。

新居浜市 11月第2日曜日 別子校区産業文化祭
❶別子山公民館
❷別子山支所　☎0897（64）2011、
　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。【前年開催日：11/8】

新居浜市 11/23（火・祝） 第17回芋堀り収穫祭 収穫
イベント

❶新居大島
❷ＮＰＯ法人ＧＯＯＤＷＩＬＬ（（株）七福芋本舗内）
　☎0897（34）9515

新居浜市沖に浮かぶ大島の特産品であり「幻のサツ
マイモ」と呼ばれる「七福芋」の収穫を皆で行う収
穫祭です。

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ほか
❷マイントピア別子
☎0897（43）1801
https://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。

新居浜市
11月下旬～

12月下旬
（予定）

登道南商店街屋外シネ
マショー

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
のイルミネーションを点灯し、商店街をライトアップ
するとともに、屋外シネマショー。点灯初日には、オー
プニングイベントも行います。

西条市 11/3（水・祝）
（予定） 丹原柿まつり

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。

西条市 11/6（土）・
11/7（日） 第40回東予地域文化祭

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

地域や公民館などで活動している文化グループの芸
能発表や美術展、生花展のほか、歌謡大会、カブト
ガニフェスティバルやバザーなど、多彩な催し物を
開催します。

西条市 11月上旬
（予定）

いしづち山麓SWEET
ライド2021

❶西条西部公園（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。

西条市
11/13（土）・

11/14（日）
（予定）

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。

西条市
11/13（土）・

11/14（日）
（予定）

第63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。

西条市
11/20（土）・

11/21（日）
（予定）

伊予西条鉄道フェスタ
2021

❶鉄道歴史パーク in SAIJO
❷十河信二記念館
☎0897（47）3855
https://s-trp.jp/

鉄道のまち“西条”の魅力を知っていただき、四国の
鉄道や文化に関心と理解を深めていただける、さま
ざまな楽しい鉄道イベントを実施します。子供たち
に大人気のミニＳＬ乗車会も開催します。

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。

西条市 11/21（日）
（予定） 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

桓武天皇の勅願寺となって以来、千有余年、東予
随一の霊地として信仰を集め、四季折々の景色も格
別で名勝として県指定をうけています。紅葉の美し
さから、もみじ寺と呼ばれ、もみじは約200本あり、
11月中旬～下旬が見頃です。

西条市 11/23（火・祝） 里と山の文化祭
❶丹原総合公園
❷西条里山活動隊
☎090（7629）8310

西条市の各里に残る食文化や技術等を発信し、地元
地域の魅力再発見につなげるイベント。地元食材を
使った里山食堂や空き家見学ツアーなど、各種催し
が盛りだくさんで家族みんなで楽しめるイベントで
す。

今治市 11/3（水・祝）
（予定） 人権啓発フェスティバル

❶今治市吉海学習交流館
❷今治市吉海地域教育課
☎0897（84）2111

人権啓発に関する吉海小学校・大島中学校の児童・
生徒による発表や手話サークルによる手話コーラス、
人権啓発講演を行います。【前年開催日：中止】
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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

11
月

イイ トト
カカ レレ ンンダダーー
ンンベベ

月11November

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

今治市 11/3（水・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 11/3（水・祝）
（予定） 菊間文化祭

❶菊間公民館
❷今治市菊間地域教育課
☎0898（54）5310

音楽祭・芸能発表＆特別公演、総合文化展・石油
コーナー展、お茶席・バザー・ふるさと市などを実
施します。菊間文化協会の主催です。【前年開催日：
中止】

今治市
11/6（土）・

11/7（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。【前年開催日：中
止】

今治市 11/7（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
　今治市玉川地域教育課
☎0898（55）2211

農産物の品評会、ふれあい市、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。【前年開
催日：中止】

今治市 11/7（日）
（予定） 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。【前年開催
日：中止】

今治市 11/7（日）
（予定）

朝倉ふれあいフェスタ
2021

❶朝倉下・朝倉緑のふるさと公園
❷朝倉ふれあいフェスタ実行委員会
☎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
域収穫野菜直売などバザー、そして健康福祉まつり
と多彩な催しがいっぱいの総合イベントです。【前年
開催日：中止】

今治市 11月上旬
（予定） 湯ノ浦温泉まつり2021

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
　（ホテルアジュール汐の丸）
☎0898（47）0707

パークゴルフ大会の開催やご当地グルメなどの出店
があるほか、湯ノ浦地区の施設の特別割引等のサー
ビスが受けられます。【前年開催日：中止】

今治市 11月上旬
（予定）

えひめサイクリングの日
イベント（予定）

❶未定
❷今治市観光課サイクルシティ係
☎0898（36）1541

未定　【前年開催日：11/8】

今治市 11月上旬
（予定） 宮窪公民館文化祭

❶今治市宮窪公民館
❷今治市宮窪地域教育課
☎0897（86）3238

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。

【前年開催日：中止】

今治市 11/14（日）
（予定） 農業＆漁協まつり（仮）

❶今治港周辺（予定）
❷越智今治農業協同組合  総合企画部  組織広報課
☎0898（34）1862

農協と漁協の共同開催により、新鮮で安全な野菜や
鮮魚、加工品まで幅広い商品が購入いただけます。
また会場では子ども向けイベントや豪華景品が当た
るお楽しみ抽選会も開催いたします。【前年開催日：
中止】

今治市 11/14（日）
（予定） 市民ニュースポーツ大会

❶市営中央体育館ほか
❷今治市スポーツ振興課
☎0898（36）1604

年齢・性別に関係なく楽しめるニュースポーツ等の
種目を集め、個人や団体で参加する大会です。

【前年開催日：中止】

今治市
11/20（土）・

11/21（日）
（予定）

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。【前年開
催日：中止】　

今治市 11/27（土）
（予定）

いまばり人権啓発フェス
ティバル2021

❶今治市公会堂
❷今治市市民生活課人権啓発室
☎0898（36）1521

今治市は、市民一人一人が日常の生活の中で人権を
確かめあっていただくきっかけを作る目的で、毎月
11日を「人権の日」と定めています。その記念行事
として講演会、団体発表、人権啓発パネル展などを
合わせた人権フェスティバルを開催します。【前年開
催日：11/3】

今治市 11/28（日）
（予定） 玉川駅伝大会

❶今治市玉川総合公園運動場周辺
❷今治市玉川地域教育課
☎0898（55）2701

玉川総合公園運動場を発着、中継点とし、小学生では、
１～４年生の部、男子５・６年生の部、女子５・６年
生の部が全５区間で行われます。また、中学生以上
の一般１部・２部や、競技後の誰でも参加できる健
康マラソン（1,800ｍ）も行われます。【前年開催日：
中止】

今治市 11月下旬
（予定）

第10回
安芸灘とびしま海道
オレンジライド2021

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。【前年開催日：中止】

今治市 11月下旬
（予定） 第70回県展今治移動展

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。

【前年開催日：11/28 ～ 12/6】
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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

11
月

イイ トト
カカ レレ ンンダダーー
ンンベベ

月11November

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） 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

保育園・小中学校・文化協会団体・各サークル等の
作品が展示されます。また、朝倉中学校の吹奏楽部、
朝倉文化協会芸能部門団体による日頃の活動の成果
が発表されます。【前年開催日：中止】

中
　
　
　
　
　
予

松山市 11/2（火）
（予定）

令和3年度子規博友の
会ツアー

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/

「動く博物館教室」を基本姿勢とします。子どもから大
人まで、広く博物館で学ぶことの楽しさを理解してもら
うために開催します。

松山市
11/6（土）・

11/7（日）
（予定）

秋季生活文化部展示会
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・拓本の展示会を開催します。

松山市 11/20（土）
（予定） 第25回あそぼうフェスタ

❶松山市総合コミュニティセンター
❷松山市中央児童センター
☎089（933）9311
https://www.matsuyama-swwo.jp/jido/c_gaiyo.html

松山市の児童館が松山市総合コミュニティセンターに
大集合！みんなが大好きな遊びがいっぱい。ステージ
ショーもあります。家族で１日楽しめるイベントです。

松山市 11月中旬
（予定）

特別展（仮）
「前期展」報告会

❶松山市考古館
❷松山市考古館
☎089（923）8777
https://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。

松山市 11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
https://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 11/23（火・祝） みんなの消防フェスタ・
防災シンポジウム2021

❶松山市総合コミュニティセンター
❷松山市消防局地域消防推進課
☎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 11/28（日）「キッズジョブまつやま
2021」（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

小中学生を対象とした職業体験イベントを開催します。

松山市 11月下旬
（予定）

第56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、大会で
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㈱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
愛媛県

11月下旬
（予定）

えひめ・まつやま
産業まつり

「すごいもの博2021」

❶城山公園（堀之内地区）
❷愛媛県ブランド戦略課　☎089（912）2541
　松山市地域経済課　☎089（948）6783

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
まつり

❶河野別府公園（予定）
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） 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/

リデュース・リユース・リサイクルについて体験を通し
て学べる様々なイベントを行います。

松山市 11月
（予定） 若草福祉まつり2021 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、
ボランティア体験コーナー、各種バザー、食べ物販売
などを行います。

松山市 11月
（予定）

第7回『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（904）8493

『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 11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 11月～ 1月
（予定）

特別展（仮）
「前期展」

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

埋蔵文化財センター（考古館）の開設30周年を記念し
て製作した書籍を基に、松山の至宝約50点を展示公開
します。関連事業として、報告会、講演会などを行います。

東温市 11/3（水・祝）
（予定） 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（4507）5464（大石）

「白猪の滝」の秋を楽しむお祭りです。
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。

久万高原町 11/7（日）
（予定）

第42回
面河ふるさとまつり

❶役場面河支所周辺
❷久万高原町ふるさと創生課
☎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。
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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
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イベントボランティア
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予

久万高原町 11月（予定） 第10回結い音楽祭
❶旧中津小学校
❷久万高原「結い音楽祭」実行委員会
☎090（1174）2119

災害復興チャリティーイベントとして、スペシャルゲ
ストやアマチュアバンドが多数出演する音楽イベン
トを実施します。

松前町
11/13（土）・

11/14（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
などを行い、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松前町国体記念ホッケー公園沿道（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。

伊予市
11/3（水・祝）

下灘（予定）
11/7（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佐礼谷ふれあい広場（未定）
❷伊予市中山地域事務所
☎089（967）1111

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

砥部町
11/6（土）・

11/7（日）
（毎年11月の第1土・日）

（予定）
秋の砥部焼まつり2021

❶砥部町陶街道ゆとり公園ほか
❷砥部町商工観光課
☎089（962）7288
https://www.town.tobe.ehime.jp/site/
tokaido53tugi/shikiibento.html

砥部焼の陶工自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。また物産即売やバンド演奏などのステージイ
ベントも行われます。

砥部町
11/7（日）

（毎年11月の第1日）
（予定）

広田ふるさとフェスタ

❶ひろた交流センター
❷砥部町役場広田支所
☎089（969）2111
https://www.town.tobe.ehime.jp/site/
tokaido53tugi/shikiibento.html

山間に広がる広田地域で開催される。郷土芸能発表
のほか、歌謡ショーやキャラクターショーなどが行わ
れます。

南
　
　
　
予

内子町 11/3（水・祝）
（文化の日） 石畳水車まつり

❶内子町・石畳清流園
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月上旬
（予定） 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（バザーは3日のみ開催）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月上旬
（予定） 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月上旬
（予定）

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など、
楽しさ満載です。

内子町 11月上旬
（予定） 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。

内子町 11月上旬
（予定） 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（予定）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） 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

実りの秋を祝って、生産者とスタッフが一丸となっ
てイベントを盛り上げます。盛りだくさんのバザー、
楽しいゲームなど趣向をこらした催し物がたくさん。
お祭りの最後にはお餅まきもあります。

大洲市 11/1（月）～
11/30（火） 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/event-aki2.html

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（火） 大名行列（お成り）
❶大洲市内
❷八幡神社
☎0893（23）4184
http://ozu8man.or.jp/matsuri/onari/

300年以上の歴史を持つ大名行列（お成り）。槍を持っ
た御長柄組（おながえぐみ）の行進は、かつての大
洲藩の参勤交代の歩調を今に残しています。

大洲市 11/2（火）・
11/3（水・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。
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大洲市 11/3（水・祝）
（予定） えひめYOSAKOI祭り

❶大洲市・肱川肱北河原
❷えひめYOSAKOI祭り振興会
https://ehimeyosakoi.com/

踊り子達が、趣向を凝らした衣装を身にまとって、
熱い踊りを披露します。

大洲市 11/7（日） 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 11/14（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 11/14（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大洲市市民福祉部
☎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月中旬 肱川ふれあいまつり
❶ 大洲市肱川町・肱川風の博物館・歌麿館横「風

のり広場」
❷肱川ふれあいまつり実行委員会
☎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月中旬
（予定）

神南山アドベンチャーヒ
ルクライム

❶大洲市内
❷大洲市サイクリング協会
☎0893（24）1717

標高654ｍの神南山を登る、県内唯一のタイムトラ
イアル形式によるオフロード（未舗装）コースを使
用したヒルクライムです。

大洲市 11/21（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、
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（11/1～ 30予定）

大洲市 11月中旬
（11月第3日曜日） 第27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/

地域づくり団体である木林森夢倶楽部によるイベン
ト。朝日に照らされた雲海をバックに、藤縄神楽が
行われます。あったかいしし鍋や甘酒、搾りたてのホッ
トミルク等のバザーがあります。また餅まきや紙風
船飛ばしも行われます。

大洲市 11/23（火・祝） 肱川町山鳥坂恵美寿乙
亥まつり 祭

❶大洲市肱川町・春日神社
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 春日神社で、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 11/23（火・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 11/28（日）
（予定）

大洲市駅伝大会
（長浜～大洲間）

❶大洲市
❷大洲市スポーツ協会
☎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、一般女子の部の4部門に
ついて、市外者の出場可能です。

八幡浜市 11月上旬 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 11/14（日） 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 11/7（日）
（予定） 佐田岬マラソン2021

❶伊方町・瀬戸地区
❷伊方町教育委員会スポーツ推進室
☎0894（38）0211（代表）
https://www.town.ikata.ehime.jp/

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。レースの後は地元グルメを楽しめます。【一昨
年開催日：11/10】

西予市 11/3（水・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、みこしの練り等が
行われます。

西予市 11月上旬 西予市総合文化祭・
第16回宇和町文化祭

❶宇和町宇和文化会館ほか
❷西予市スポーツ・文化課
☎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
❶城川町下相
　西予市城川支所ほか
❷西予市城川教育課
☎0894（82）1117

芸能発表、農林物産展、手芸、美術、写真展、各種
バザー、もちまき等を行います。

西予市 11/14（日）
（予定） 第23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。
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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

11
月

イイ トト
カカ レレ ンンダダーー
ンンベベ

月11November

南
予

市町名 開催日 イベント名 区分 ①会場　②問い合わせ先 内容

南
　
　
　
　
　
予

西予市 11月下旬 第170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
https://www.city.seiyo.ehime.jp/

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

三瓶イルミネーションツ
リー

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。

宇和島市 11/2（火） 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（水・祝） 吉田秋祭り
卯之刻相撲 祭

❶吉田・立間八幡神社社殿
❷宇和島市吉田支所吉田教育係
☎0895（49）7098

11月3日の卯之刻に、立間地区八幡神社力士代表６
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（水・祝） 吉田秋祭り
お練り 祭

❶吉田・立間八幡神社・吉田町商店街
❷宇和島市吉田支所吉田教育係
☎0895（49）7098

御用練り、御船、山車、鹿の子、牛鬼等多彩な練物
が吉田藩創設（1657年）以来ほとんど変わらない街
並み（旧家中町・旧町人町）を練り、江戸時代の祭
絵巻の再現を繰り広げます。

宇和島市 11/3（水・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・五ツ鹿踊り、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
11/3（水・祝）・

11/4（木）
（予定）

吉田町文化祭
❶吉田公民館
❷宇和島市吉田支所吉田教育係
☎0895（49）7098

町内の文化団体展示文芸部門、年に一度の合同祭典。
絵画・俳句・写真・生け花・茶・寒蘭等多彩な展示
等を催します。

宇和島市 11/7（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
https://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 11/13（土） 吉田地区亥の子大会 祭
❶吉田町内
❷吉田公民館
☎0895（52）0076

11月第2土曜日午後6時より、各亥の子連が一堂に会
し、亥の子石のつき方、唄、チームワーク等を競い
ます。

宇和島市 11月（予定）
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ます。

鬼北町 11/3（水・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
https://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。

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
https://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：中止】

松野町 11月中旬 ロープ木登りで遊ぼう！
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

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：中止】

松野町 11月中旬 奥内の棚田まつり
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、オカリナのコンサート等が開催さ
れます。【前年開催日：11/8】

松野町 11月中旬 初級ＢＢＱ検定
❶ふれあい交流館
❷松野町てまひままつのバーベキュー協会
☎0895（42）1116

より楽しく参加者をもてなすことのできるスマート
バーベキューの普及を行い、地域活性化につなげる
ことを目的として開催されています。参加者は、ＢＢ
Ｑに必要な基礎知識や技術、参加者のもてなし方な
どを学びます。【前年開催日：11/22】

愛南町 11/22（月） 正木花とり踊り 祭

❶愛南町正木・歓喜光寺ほか
❷愛南町教育委員会生涯学習課
☎0895（73）1112
https://www.town.ainan.ehime.jp/kanko/
sightseeing/rekishi/hanatori-odori.html

【愛媛県指定無形民俗文化財】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、花とり踊りとしての古い形を今に伝えています。

愛南町
11/27（土）・

11/28（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
https://www.town.ainan.ehime.jp/kanko/
sightseeing/matsuri/trekking.html

２日間に渡り、松尾峠や柏坂へんろ道を歩きます。
夏井いつき先生を招いての句会ライブも開催予定で
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

11
月

イイ トト
カカ レレ ンンダダーー
ンンベベ

月11November

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

愛媛県
砥部町

11/3（水・祝）
（予定） 計量クイズ

❶とべ動物園
❷とべ動物園　☎089（962）6000
https://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：11/1】

愛媛県
松山市

11/3（水・祝）～
1/9（日）
（予定）

平等院　～開設970年
　鳳凰堂と浄土院の名
宝（仮）～

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

平等院は、藤原道長の別邸を寺院に改めて創建され
た古刹で、ユネスコ世界遺産「古都京都の文化財」
の一つとして登録されています。また、平等院鳳凰
堂は硬貨や教科書で採用され、私たちに馴染みが深
いものです。国宝《雲中供養菩薩像》をはじめとす
る仏教美術の名品などが一堂に公開される貴重な展
示となります。

愛媛県 11/6（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、緑の募金感謝状贈呈等を行い
ます。

愛媛県
松山市

11/6（土）
（予定）

第58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
砥部町

11/7（日）
（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
https://www.tobezoo.com/

とべ動物園のアイドルであるアフリカゾウ「媛」の
15歳の誕生日を祝います。【前年開催日：11/8】

愛媛県
松山市 11/9（火） 令和３年度愛媛県人権・

同和教育研究大会

❶愛媛県県民文化会館ほか松山市内６会場
❷愛媛県教育委員会人権教育課
☎089（912）2960
https://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。

愛媛県
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：10/28
～ 11/4】

愛媛県
松山市

11月初旬
（予定）

令和3年度第2回スポー
ツ教室無料体験フェス
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

総合運動公園で行っているテニス、卓球といったス
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：11/16】

愛媛県
新居浜市

11月上旬
（予定）

令和３年度
人権ポスター展

❶愛媛県総合科学博物館
❷愛媛県教育委員会人権教育課
☎089（912）2960
https://ehime-c.esnet.ed.jp/jinken/index.html

県内の小・中・高等学校等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：
10/31～ 11/5】

愛媛県
西予市 11/14（日） 県歴史文化博物館

開館記念イベント
❶愛媛県歴史文化博物館
❷愛媛県歴史文化博物館　☎0894（62）6222
https://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。

愛媛県
松山市

11/15（月）
(予定）

差別をなくする
県民のつどい

❶愛媛県県民文化会館
❷愛媛県人権対策課
☎089（912）2455

「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：11/18】

愛媛県
西予市

11月中旬
（予定）

令和３年度
人権ポスター展

❶愛媛県歴史文化博物館
❷愛媛県教育委員会人権教育課
☎089（912）2960
https://ehime-c.esnet.ed.jp/jinken/index.html

県内の小・中・高等学校等より募集した人権ポス
ターの中から、特選と優秀作品を展示します。子ど
もたちの描くすばらしい作品を鑑賞することによっ
て、人権感覚を高めることができます。【前年開催日：
11/20 ～ 25】

愛媛県
砥部町

11月中旬
（予定） 社会人対象飼育実習

❶とべ動物園
❷とべ動物園　☎089（962）6000
https://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）

愛媛県
松山市 11/23（火・祝） 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。

愛媛県
松山市 11/23（火・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】

愛媛県
松山市

11月下旬
（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
https://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。

愛媛県
松山市

11月下旬
（予定）

えひめ生涯学習“夢”ま
つり

❶県民文化会館
❷愛媛県まなび推進課
☎089（947）5622
https://www.pref.ehime.jp/
manabisuishin@pref.ehime.lg.jp

日頃から生涯学習に取り組む団体やグループの皆さ
んが、学習の成果をステージで発表したり、体験す
るコーナーを設けたりするなどして、御来場の方々
にも参加・体験して楽しんでいただく生涯学習に関
するイベントです。
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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

11
月

イイ トト
カカ レレ ンンダダーー
ンンベベ

月11November

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

愛媛県
松山市

11月
（予定） 湯築城歴史塾（第5回）

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
西条市

11月
（予定）

人権啓発講座
（東予地区）

❶未定
❷愛媛県人権対策課
☎089（912）2455

県、市町、企業、団体等における人権に関わる職員
をはじめ、人権に関心を持つ県民を対象とした講座
を開催します。【前年開催日：12/7】

愛媛県
松山市

11月
（予定）

えひめものづくりフェア
2021

❶松山市内
❷愛媛県労政雇用課
☎089（912）2504

工場見学を実施するほか、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：中止】

愛媛県
松山市

11月
（予定）

ふれあい健康ウォーキン
グ

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）2216
http://www.epsc.jp
info@eco-spo.com

えひめこどもの城、とべ動物園、運動公園の３つの
施設をウォーキングするイベントを開催します。

愛媛県
松山市

11月
（予定）

えひめニュースポーツ交
流会

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）2216
http://www.epsc.jp
info@eco-spo.com

誰でも気軽に行うことができる様々なニュースポー
ツを紹介し、体験してもらうイベントです。（対象：
老若男女、定員あり）【前年開催日：9/20】

愛媛県
松山市

11月
（予定）

全国統一かけっこチャレ
ンジ2021 in ニンジニ
アスタジアム

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）2216
http://www.epsc.jp
info@eco-spo.com

ニンジニアスタジアムでかけっこ教室を行い、
100ｍ走、50ｍ走のタイムトライアルで1/100秒
の計測を行います。

愛媛県
松山市

11月
（予定）

トップアスリートスポー
ツ教室

❶愛媛県総合運動公園
❷（公財）愛媛県スポーツ振興事業団
☎089（963）2216
http://www.epsc.jp
info@eco-spo.com

世界大会や国際大会で活躍したトップスポーツ選手
を招いてのスポーツ教室を開催します。
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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

12
月

イイ トト
カカ レレ ンンダダーー
ンンベベ

月12December

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 12/4（土）～
1/16（日） きかんしゃトーマス展

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
https://akaganemuseum.jp/

生まれ故郷イギリスから、日本初公開を含む絵本原
画約180点をはじめ人形劇の撮影に使われたプロッ
プス（小道具）など貴重な資料を一挙公開します。

新居浜市 12/4（土）～
1/16（日）

第2回にいはまSDGsアー
ト・フェスティバル2021
～美術館から発信する
ESD（持続可能な開発の
ための教育）～

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
https://www.city.niihama.lg.jp/soshiki/bijutu/

創造性豊かな子どもたちが育つ環境づくりと持続可
能な社会づくりに向けて、海外の方を含む小・中学
生を対象に、2030年までに全世界が目指す目標「持
続可能な開発目標（SDGs）17項目」をテーマとした、
公募型美術展（アートフェスティバル）を開催します。

新居浜市
12月上旬～

2月下旬
（予定）

マイントピア別子ウィン
タ－・イルミネ－ション

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

マイントピア別子・端出場記念館入口周辺に約
120,000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。

新居浜市 12月上旬
（予定） にいはま農業まつり

❶イオンモール新居浜（予定）
❷JAえひめ未来
☎0897（37）1004

農産物品評会、即売コーナー、生活展コーナー、あ
かがね市、子供向けイベント等が行われます。

新居浜市 12月上旬
（予定） 第5回あかがねマラソン

❶山根公園ほか
❷新居浜市教育委員会スポーツ振興課
☎0897（65）1303

第5回あかがねマラソンが、山根公園を発着点とし、
山根大通り・市道角野船木線・県道新居浜別子山線
を走るコースで開催されます。

新居浜市 12月上旬～
1月上旬

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。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。（新型コロナウイルス感染防止対策のため
変更になる場合があります。）市内外より多くの方に
お越しいただいています。【前年開催日：12/13 ～
1/9】

新居浜市
愛媛県

12/11（土）～
1/30（日）

県総合科学博物館企画展
「磁石工場をのぞいてみ
よう」

❶愛媛県総合科学博物館
❷愛媛県総合科学博物館
☎0897（40）4100
https://www.i-kahaku.jp/
kikaku@i-kahaku.jp

磁石ができるまでの工程を、写真と実物資料、原理
を説明する体験展示で紹介します。実験コーナーを
通して磁石の科学について学び、世界に広がったフェ
ライト磁石を使った記録メディアのあゆみや、環境
に応じた磁気特性を活かして設計された様々な磁石
を多数展示します。　

新居浜市
12/12（日）

点灯式～
1/7（金）
（予定）

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。同時に垣生山の展望台にツリー型のイ
ルミネーションも点灯します｡

【前年開催日：12/13（日）点灯式～ 1/8（金）】

新居浜市
愛媛県

12/18（土）・
12/19（日）

県総合科学博物館
冬季イベント

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

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月中旬
（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。

新居浜市
12月中旬～

1月下旬
（予定）

カレンダー写真コンテスト、
新居浜太鼓祭り写真コン
テスト　
表彰式及び作品展示

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

12月初旬～中旬に表彰式及び入賞作品、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、
新居浜太鼓祭り写真コンテスト入賞作品をあかがね
ミュージアム、新居浜市役所ロビーに展示いたしま
す。

新居浜市 12月中旬～
1月上旬

えがおのイルミネーショ
ン

❶うずい広場
❷大生院公民館
☎0897（41）6604

子供たちが描いた「えがおの絵」を取り付けたイル
ミネーションを点灯します。点灯式は17：30から【前
年開催日：12/13（日）点灯式～ 1/10（日）】

西条市
12月下旬～

1月上旬
（予定）

スノーカーニバル
in 石鎚（仮）

❶石鎚ピクニック園地
❷西条市観光振興課
☎0897（52）1690
https://www.city.saijo.ehime.jp/
kanko@saijo-city.jp

会場の石鎚スキー場は、ゲレンデの標高が約1,400
ｍと高く、良質な雪に恵まれております。瀬戸内海
を見下ろし、晴れた日には中国地方まで見渡せる贅
沢な大パノラマと白銀に包まれた石鎚山系の雄大な
自然の中で思いっきり楽しむことができます。

今治市 12/5（日）
（予定）

2021鈍川渓谷グルメマ
ラソン

❶主会場：鈍川収蔵庫（旧鈍川小学校）
❷鈍川地区都市農村共生・対流協議会
☎0898（55）2211

鈍川渓谷の美しい風景と里山の美味しいものを堪能
する一度で何度もおいしいマラソン大会。18.1km、
標高差196ｍを、エイドステーションならぬグルメ 
ステーションを楽しみながら駆け抜けます。【前年開
催日：中止】

今治市 12/5（日） 第37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 12/5（日）
（予定） 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。【前年
開催日：中止】　
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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

東
予
／
中
予
／
南
予

12
月

イイ トト
カカ レレ ンンダダーー
ンンベベ

月12December

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 12/12（日）
（予定） 朝倉駅伝大会

❶朝倉中学校周辺
❷今治市スポーツ協会朝倉支部
☎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1,660ｍ×6区
間、中学校・一般の部は1,870ｍ×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。【前年開催日：中止】

今治市 １2/12（日）
（予定）

第23回吉海リレーマラ
ソン大会

❶今治市宮窪石文化運動公園
❷今治市吉海地域教育課
☎0897（84）2111

今治市の島嶼部3島5町内に所在する小学校対抗のリ
レーマラソン大会で、全5走者で行います。児童の体
力向上並びに地域間交流を図ります。【前年開催日：
中止】

今治市 12/19（日）
（予定）

第9回今治タオルリレー
マラソン

❶市営補助グラウンド（予定）
❷今治市スポーツ振興課
☎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。【前年開催日：中止】

上島町 12月 
（予定）

かみじまパンフェス                          
状況判断により、中止もしくは
形式の変更あり。詳細決定は
2021年9月以降。

❶弓削島：弓削港ひだまり公園
❷上島町観光協会
☎0897（72）9277
https://www.kamijima.info/

気になってるあのパン屋さんが島にやってくる！
昨年大盛況をいただいた「かみじまパンフェス」を
今年も開催します。イベントの詳細は、WEBサイト

（瀬戸内かみじまトリップ）で発信していきますので、
チェックしてください！

中
　
　
予

松山市 12/2（木）～
12/5（日） 金亀杯争覇戦

❶松山市中央公園多目的競技場
❷松山市競輪事務所
☎089（965）4300

松山競輪の開設72周年を記念した競輪競走を開催しま
す。

松山市 12/4（土）
（予定）

第20回
坊っちゃんランランラン

❶松山中央公園
❷（公財）松山市スポーツ協会
☎089（968）6660

ハーフマラソンのほか、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 12/5（日）
（予備日：12/12（日））

第20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－ティングシティ推進課
☎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）

特別展（仮）
「前期展」講演会

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

特別展（仮）「前期展」で展示している資料と関連した
講演を行います。

松山市 12/15（水） 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。

松山市 6月/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（公財）松山市文化・スポーツ振興財団
　事業振興部文化振興課
☎089（909）6154
https://www.cul-spo.or.jp

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 12/19（日）
（予定）

市民健康マラソン大会
（実施未定）

❶未定
❷東温市生涯学習課
☎089（964）1500

第13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：12/20】

砥部町 12月上旬
（予定）

第23回広田じねんじょ
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
https://www.town.tobe.ehime.jp/site/
tokaido53tugi/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：中止】

南
　
　
予

大洲市 12/12（日）「道の駅」清流の里ひじ
かわ創業祭

❶大洲市肱川町・「道の駅」清流の里ひじかわ
❷「道の駅」清流の里ひじかわ
☎0893（34）2700
https://seiryuunosato-hijikawa.co.jp/

創業20周年を記念し、例年より規模を拡大します。
餅つきの実演販売やアメノウオの塩焼きほか各種出
店がならびます。道の駅からのプレゼントやおもて
なしのふるまい、商品購入で空クジなし豪華景品の
当たる抽選会などが行われます。

大洲市 12月上旬 大和キャンドルナイト
❶大洲市長浜町下須戒
❷大和公民館
☎0893（52）2831

イルミネーションやキャンドルが地域一体を覆うイ
ベント。普段は閑静な住宅街がまばゆい光をまとう
別世界となります。

大洲市 12月中旬
（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～

2月下旬
（予定）

鹿野川湖オシドリウォッ
チング

❶大洲市肱川町・肱川風の博物館・歌麿館
❷鹿野川湖周遊企画部会
☎0893（34）2311

オシドリウォッチングを通じて、参加者が交流しな
がら、野鳥や自然への興味関心を高めることを目的
として実施します。

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

紅ほっぺ・紅い雫・あまおとめなど、食べ比べなが
らいちご狩りを楽しめます。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。
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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

12
月

イイ トト
カカ レレ ンンダダーー
ンンベベ

月12December

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

八幡浜市 12月中旬
クリスマスオレンジフェ
スティバル 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 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月下旬
（予定）

佐田岬ワンダーイルミ
ネーション2021-2022

❶伊方町役場前埋立地
❷伊方町産業課観光商工室
☎0894（38）0211（代表）
https://www.town.ikata.ehime.jp/

豊かで明るいまちづくりを願って伊方町役場前埋立
地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：12/5 ～ 1/31】

西予市 12/5（日）
（予定）

宇和文化の里　第35回
中高齢者駅伝競走大会・
第28回女子駅伝大会

❶宇和町卯之町周辺宇和文化の里コース
❷西予市スポーツ・文化課
☎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17.4㎞）で健
脚を競います。

西予市
12月上旬～

1月中旬
（予定）

わらマンモスライトアッ
プ

❶宇和町岩木
❷西予市観光協会宇和支部
☎0894（62）6408

宇和れんげまつりのシンボルであるわらマンモス、
わらぐろをライトアップします。

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。

宇和島市 12月上旬
（予定）

蔵出しNASSO祭り
2021

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月上旬～

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。

宇和島市 12/19（日）
（予定）

第45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

親子・小学校・中高校生・一般のクラスに約700名
が参加します。

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
https://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。

鬼北町 12月上旬 第17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。

鬼北町 12月中旬 第6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。

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：12/10 ～ 27歳末フェアとして開催】

愛南町 12月中旬
（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があります。R56号沿いの
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

愛媛県
松山市

12/4（土）～
3/13（日）

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内愛媛人物博
物館

❷愛媛県生涯学習センター
☎089（963）2111
https://www.i-manabi.jp/

ふるさと愛媛をはじめ、わが国の発展に尽くした愛
媛にゆかりのある偉人について、常設展示では紹介
しきれない、より詳しい内容の展示を実施します。

愛媛県
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
https://www.tobezoo.com/

とべ動物園のアイドルであるピースの22歳の誕生日
を祝います。

愛媛県
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
https://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：
12/5・6】
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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

12
月

イイ トト
カカ レレ ンンダダーー
ンンベベ

月12December

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

愛媛県
松山市 12月上旬

障がい者芸術文化祭
～愛顔ひろがる　えひめ
の障がい者アート展～

❶愛媛県美術館
❷愛媛県障がい福祉課
☎089（912）2424

障がいのある方の芸術文化活動の発表の機会として
「障がい者芸術文化祭」を開催。県内在住の障がいの
ある方が制作したアート作品（絵画、書、陶芸、そ
の他立体作品）を募集し、応募いただいた全ての作
品を県美術館に展示します。期間中、来場者による
投票で観客賞を決定します。

愛媛県
宇和島市

12/12（日）
（予定） 技能ひろば

❶宇和島産業技術専門校
❷宇和島産業技術専門校
☎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：12/13】

愛媛県
12月中旬

（予定（11/23 ～
12/23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）2319（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：12/17】

愛媛県
松山市

12月
（予定（12/17 ～

12/23の間））
えひめ自助・共助推進
フェア

❶未定
❷愛媛県防災危機管理課
☎089（912）2325（直）

自助・共助の大切さについて理解を深めていただく
ため、「えひめ自助・共助推進フェア」を開催します。

【前年開催日：12/23】

愛媛県
松山市 12/26（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：
12/20】

愛媛県
松山市 12/26（日） 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。

愛媛県
砥部町 12/28（火） 干支送り 祭

❶とべ動物園
❷とべ動物園　
☎089（962）6000
https://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。

愛媛県
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
https://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。
先着でケーキの飾りつけに参加して頂きます。

愛媛県
宇和島市

12月
（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：12/2】

イ
ベ
ン
ト
カ
レ
ン
ダ
ー



えひめイベントBOX100
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1January

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
愛媛県

1/2（日）・
1/3（月）

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

お正月ならではの楽しいイベントを開催します。

新居浜市 1/10（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。（市登録無形民俗文化財）

新居浜市 1/16（日） 船木校区とうど祭り 祭
❶池田池公園
❷船木公民館
☎0897（41）6003

青少年育成会が8メートル余りの「とうど」をたて、
一年の無病息災を祈念します。例年、連合自治会女
性部さんが作るぜんざいのふるまいがあります。【前
年開催日：1/17】

新居浜市 1月中旬 角野地区とうどおくり 祭
❶国領川上部河川敷左岸
❷角野公民館
☎0897（41）6224

国領川河川敷において、とうどおくりをします。角野
小中学生と保護者、連合自治会等が中心となって竹
を切り出し、7メートルの高さのとうどを組み立てま
す。当日は9時から神事が行われ、甘酒のふるまいや
お守りの準備もしています。【前年開催日：1/19】

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。午前6時30分に点火
します。

新居浜市 1月中旬 沢津地区とうど祭り 祭
❶ファミリーマート宇高店から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。9時から町内を巡回し、
正午に点火します。【前年開催日：1/11】

新居浜市 1/22（土）～
3/27（日） 新居浜の美術

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
https://www.city.niihama.lg.jp/soshiki/bijutu/

新居浜および地域ゆかりの美術を中心に、美術館コ
レクションを展示紹介します。

新居浜市 1/23（日） 船木校区徒歩探訪会
❶船木校区
❷船木公民館
☎0897（41）6003

社会福祉協議会船木支部と楽　ＳＰＯ船木主催。今
年度は「楽　ＳＰＯ船木版七とこ参りパート２」とし
て計画しています。例年、カレーのふるまいとガラ
ポン抽選会があります。【前年開催日：1/24】

新居浜市 1月下旬
（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

新居浜凧あげ大会実行委員会が親子をはじめとする
市民の交流の場として、1月の風物詩である凧あげを
実施します。

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。小物雑貨やこだわりパンの販売、ご
当地グルメの出展、本マグロ解体ショー、スタンプ
ラリーなど盛りだくさんの内容です。

西条市 1/1（土・祝） 初笑い 祭
❶丹原町・磐根神社
❷桜樹公民館
☎0898（73）2505

鞍瀬の磐根神社で行われる元旦の恒例行事。年の初
めに、腹の底から大音声で息の続く限りの大笑いを
３回続けることで、明るく、活気ある一年を送れる
ようにという願いを込めた行事です。
敗戦直後の昭和22年頃に、地元住民の安藤氏が、打
ちひしがれた地域の人々の元気を取り戻せればと始
めたといわれています。 

今治市 1/9（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（今治市宮窪地域教育課）
☎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。

【前年開催日：中止】

今治市 1/9（日）
（予定） かわらぬ愛きくま2022

❶緑の広場公園運動場
❷今治市菊間支所住民サービス課
☎0898（54）3450

瓦ドミノや各種バザーでおもてなし。子どもたちに
大人気の戦隊ショーや、様々なブースのアトラクショ
ンでお楽しみください。フィナーレはもちまき、そし
て大抽選会で最高潮。【前年開催日：中止】

今治市 1/16（日）
（予定） 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。【前年開催日：中
止】　

今治市 1月下旬
（予定） 大三島町駅伝大会

❶緑の村運動広場～大三島支所
❷今治市大三島支所地域教育課
☎0897（82）0500

今治市の島嶼部３島５町内の小学校対抗の駅伝
大会です。大三島緑の村運動広場をスタートし、

（7.3km）、６区間で行われます。また、健康マラソ
ンでは小学校１・２年生のファミリーの部・小学校
３・４年生の部（男女別）、小学校５・６年生の部（男
女別）が大三島支所から大山祇神社前を走り支所ま
でのコースで行われます。児童の体力向上と小学校
間の親睦を図ります。【前年開催日：中止】

今治市 1月下旬
（予定） 文化講演会

❶グリーンピア玉川
❷今治市玉川地域教育課
☎0898（55）2701

文化や芸能などで広く活躍している著名人をお招き
しての講演会。

【前年開催日：なし（隔年開催：R2.1/27）】

上島町 1/1（土・祝） 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
https://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。
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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

１
月

イイ トト
カカ レレ ンンダダーー
ンンベベ

月1January

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

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上島町せとうち交流館（商工観光課）
☎0897（77）2252
https://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 1/16（日）
（予定）

第65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
https://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（土・祝） 新春城山登山マラソン
❶松山城山公園
❷（公財）松山市スポーツ協会
☎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（土・祝）～

1/3（月）
（予定）

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

ロープウェイ早朝運行・若水くみ・初登城記念品の配
布などが行われます。

松山市 1/4（火）
（予定） 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 1/9（日）・
1/10（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、足湯などが行われます。

松山市 1/13（木）
（予定） 松山市人権教育研究大会

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 1/15（土）
（予定） 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

松山城とマスコットキャラクター「よしあきくん」の誕
生を祝う催しを行います。

松山市 1/16（日）
（予定）

第36回松山市長杯
障がい者卓球大会

❶松山市総合福祉センター
❷松山市障がい福祉課
☎089（948）6353

障がい者の卓球大会です。

松山市 1月中旬
（予定）

地球人まつり in
まつやま・えひめ2022

❶松山市総合コミュニティセンター・企画展示ホール
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
（予定）

特別展（仮）
「前期展」報告会

❶松山市考古館
❷松山市考古館
☎089（923）8777
https://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。

松山市 1/29（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 1月下旬
（予定）

まつやま子ども芸能
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
https://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15回松山市
青少年育成市民大会（仮）

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
https://mbyc.jp/

青少年の健全育成をテーマとした、講演、ロビー展示、
スポ－ツプレイベント等を開催します。

松山市 １月下旬
（予定） 松山市消防出初式 祭

❶松山市民会館・中ホール、城山公園（堀之内地区）
❷松山市消防局地域消防推進課
☎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、アトラクション
などを行います。

松山市
1月下旬～

2月上旬
（予定）

第23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。

松山市
1月下旬～

2月下旬
（予定）

第59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 1月
（予定） 秋山好古祭

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
https://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、好古にちなんだイベントを開催します。
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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

１
月

イイ トト
カカ レレ ンンダダーー
ンンベベ

月1January

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～ 3月
（全８回）（予定）

ゴスペル教室
（第３期）

❶松山市民会館
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。

東温市 1/7（金） 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 1/16（日）
（予定） 駅伝大会

❶東温市茶堂公園及び周回コース
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部門で競う東温市スポーツ協
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。

東温市 1月中旬～
2月上旬

井内牡丹園
寒ぼたんまつり

❶農家レストランぼたん茶屋
❷農家レストランぼたん茶屋
☎089（966）3981

室内外に約100鉢の抑制栽培のぼたんが咲き誇りま
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。【開催時
間　10：00 ～ 15：00】
※悪天候のときは、開催致しません。（入園料：500円）

南
　
　
　
　
　
予

大洲市 1/7（金）
（予定）

大洲川まつり花火大会
冬の陣 祭

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

大洲城をバックに、澄んだ冬空に花火が打ちあがり
ます。

大洲市 1/9（日）～
1/11（火） 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 1/10（月・祝）
（予定）

第68回大洲市寒中水泳
大会

❶大洲市・柚木如法寺河原
❷大洲市教育委員会文化スポーツ課
☎0893（57）9993

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 1/31（月）
締切

ながはま四季フォトコン
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

「長浜の四季」をテーマに自然の風景や名所旧跡、ま
つり、イベント、鉄道などの作品を募集します。

大洲市 1/31（月）
締切

河辺景観
フォトコンテスト

❶大洲市河辺町内
❷大洲市観光協会河辺支部
☎0893（39）2111

河辺の美しい景観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旧田之浜小学校か
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 穴神どんど焼き 祭
❶城川町川津南
❷西予市高川公民館
☎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～

3月中旬
（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。

宇和島市 1/2（日） 定期闘牛大会
正月場所 祭

❶宇和島市・市営闘牛場
❷宇和島市観光物産協会
☎0895（22）3934
https://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 1/9（日）
（予定）

第68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 1/10（月・祝） 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月下旬（日）
　（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。
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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

１
月

イイ トト
カカ レレ ンンダダーー
ンンベベ

月1January

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 1/9（日） 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
https://www.town.kihoku.ehime.jp/soshiki/
soumu/event-hiromi.html

鬼ヶ城山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。

愛
　
媛
　
県

愛媛県
西予市

1/2（日）・
1/3（月）

県歴史文化博物館
新春イベント

❶愛媛県歴史文化博物館
❷愛媛県歴史文化博物館　☎0894（62）6222
https://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。

愛媛県
砥部町

1/2（日）・
1/3（月） お年玉プレゼント 祭

❶とべ動物園
❷とべ動物園　☎089（962）6000
https://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。

愛媛県
宇和島市

1/2（日）～
1/5（水）

南楽園幸迎祭
（新春サービスデイ） 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
砥部町 1/3（月） 新春もちつき 祭

❶とべ動物園
❷とべ動物園　☎089（962）6000
https://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。

愛媛県
宇和島市 1/7（金） 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）

愛媛県
宇和島市

1/29（土）～
3/6（日）
（予定）

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

期間中、梅園に「梅見茶屋」を設け、南レク特製梅
干しを使った「梅茶」を無料サービスします。また、
恒例となっている「南楽園の座敷雛」の展示や週末
を中心に「福餅まき」・「梅干しの種とばし大会」「茶
席」などを開催。花の見ごろ時期には夜間開園し、
梅園をライトアップします。

愛媛県
松山市

1月下旬
（予定） えひめ・みかん祭り

❶伊予鉄髙島屋〔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が
催されます。

愛媛県
松山市

１月～３月
（予定） 後期スポーツ教室

❶愛媛県総合運動公園
❷（公財）愛媛県スポーツ振興事業団
☎089（963）2216
http://www.epsc.jp
info@eco-spo.com

総合運動公園スポーツ施設でのテニスやヨガ、スト
レッチなど様々なスポーツ教室を開講します。
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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

２
月

イイ トト
カカ レレ ンンダダーー
ンンベベ

月2February

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
愛媛県

2/5（土）・
2/6（日）

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
https://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（水）
（予定） 第28回ふぐ供養祭 祭

❶新居浜漁業協同組合（沢津漁港）
❷新居浜料飲組合
☎0897（33）3920

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。

新居浜市
愛媛県

2/19（土）～
4/10（日）

県総合科学博物館企画展
「見たことあるカイ？知っ
てるカイ？～貝の世界・
ふしぎ発見！」

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

旧愛媛県立博物館が収集した標本と総合科学博物館
で寄贈・移管を受けた標本の中から、四国・愛媛沿
岸に分布する貝類や世界各地の貝類、様々に利用さ
れてきた貝類を紹介します。また貝類の研究や標本
の収集、普及に取り組んだ県人やその成果を紹介し、
今なお人々を魅了してやまない貝類の魅力に迫りま
す。

今治市 2/3（木） 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 2/6（日）
（予定） 第15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。【前年開催日：2/7】

今治市 2/11（金・祝） 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 2/12（土）
（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。

【前年開催日：2/14】

今治市 2/13（日）
（予定）

きくま
人権啓発フェスティバル

❶菊間公民館
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。

【前年開催日：中止】

今治市 2月（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今治市関前支所住民サービス課
☎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。

今治市 2月（予定） 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今治市関前支所住民サービス課
☎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月（予定） えびすぎれ 祭
❶今治商店街
❷今治呉服商同盟会
☎0898（22）0204（みかさや渡部呉服店）

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。

【前年開催日：2/7 ～ 11】

中
　
　
　
予

松山市 2月上旬
（予定）

えひめを守るWoman
フェス ・

❶未定
❷愛媛県消防長会（松山市消防局）
☎089（926）9104

公安職（消防・警察・自衛隊・海上保安庁）を目指す
女性に向けた体験イベントを開催します。

松山市 2月上旬
（予定）

特別展（仮）
「後期展」展示解説会

❶松山市考古館
❷松山市考古館
☎089（923）8777
https://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。

松山市 2/20（日）
（予定）

レインボーハイランドカッ
プ第8戦　ランニングバイ
ク選手権2022

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

未就学児を対象とした、地面をけって走る、キッズ自転
車を使った大会です。

松山市 2月中旬
（予定）

特別展（仮）
「後期展」講演会①

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

奈良県桜井市や田原本町などから借用展示する重要考
古資料に関する専門研究者による講演会です。

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

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月下旬
（予定）

響け!!言霊
第14回“ことばのがっしょ
う”群読コンクール

❶松山市民会館・大ホール
❷ことばのちから実行委員会
☎089（948）6952
http://www.kotobanochikara.net/

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。
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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

２
月

イイ トト
カカ レレ ンンダダーー
ンンベベ

月2February

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

松山市
愛媛県

2月下旬～
3月上旬
（予定）

サイバーセキュリティ
シンポジウム道後
2022

❶愛媛大学ほか
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
https://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。

中
　
　
　
　
　
予

松山市 2月
（予定） バックステージツアー

❶松山市民会館・大ホール
❷（公財）松山市文化・スポーツ振興財団
　事業振興部文化振興課
☎089（909）6154
https://www.cul-spo.or.jp

普段見ることのできない大ホール舞台裏を案内する
バックステージツアー。
施設見学だけでなく、照明・音響機器の操作を体験し
ていただきます。

松山市 2月
（予定）

坊っちゃんカップ
第14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
　スポーツ振興課
☎089（909）6154
https://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。

松山市 2月
（予定）

第67回
松山市PTA研究大会（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

学校教育と家庭教育をテーマに、基調講演等を開催し
ます。

松山市 2月～ 3月
（予定）

特別展（仮）
「後期展」

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

奈良県桜井市や田原本町が所蔵している考古資料（重
要文化財を含む）や当館所蔵資料を約100点展示しま
す。

東温市
2/11（金・祝）～

2/13（日）
（予定）

東温市ソフトボールフェ
スティバル

❶ 東温市総合公園・かすみの森公園・東温高校
　（予定）
❷東温市生涯学習課
☎089（964）1500

ソフトボール競技力の向上を目的として、市内外の
中学校・高等学校による強化試合が行われます。

久万高原町 2月下旬～
4月上旬

第7回
くままちひなまつり

❶久万町商店街
❷久万高原町まちなか交流館
☎0892（21）2015

久万町商店街の店舗や民家の軒先などに、町内外か
ら寄贈された多数のひな人形を飾り付けます。

松前町 2月
（予定）

まさきホッケーイベント
（仮称）

❶松前町国体記念ホッケー公園
❷松前町社会教育課
☎089（985）4138

えひめ国体の競技会場となった松前町ホッケー公園
において、ホッケーの魅力をより多くの方に知っても
らえるよう、全国トップクラスのチームを招へいして、
ホッケー教室や模範試合などを行います。

伊予市 2/6（日）
（予定） 第16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。

伊予市 2月下旬の日曜日
（予定）

しおかぜウォーク
なのはな大会

❶JR伊予長浜駅～ JR伊予上灘駅
❷JR松山駅
☎089（943）5101
http://iyokankou.jｐ/

JR伊予長浜駅からJR伊予上灘駅までR378（夕やけ
こやけライン）の約16キロのウォーキングをマイペー
スで楽しみます。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。

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
❷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
物販売などが催されます。

南
　
　
　
予

大洲市 2/1（火）
締切 肱川町フォトコンテスト

❶大洲市肱川町
❷鹿野川湖周遊企画部会
☎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。

大洲市
2/1（火）～

2/4（金）
（予定）

（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/event-fuyu.html#gion

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 2/1（火）～
4/3（日） 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

大正時代から昭和にかけて西日本で流行した「御殿
飾り」や、昔話をモチーフにした「変わりびな」など
約280点を展示します。

西予市 2月中旬
（予定）

第50回
宇和町駅伝競走大会

❶宇和球場スタート
❷西予市スポーツ・文化課
☎0894（62）6416

午前中は中学生から一般までの駅伝を実施し、午後
からは小学生の駅伝とマラソン記録会を実施します。

宇和島市 2/5（土）
（予定）

第58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40チーム（約300名）が参加
します。

宇和島市
2/6（日）

（2月第１日曜日）
（予定）

第21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。
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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

２
月

イイ トト
カカ レレ ンンダダーー
ンンベベ

月2February

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 2/16（水）～
2/18（金） 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
2/18（金）～

4月中旬
（予定）

ひな人形ひな調度展
❶伊達博物館
❷伊達博物館
☎0895（22）7776

館蔵品や宇和島伊達家ゆかりのひな人形とひな調度
を中心に展示します。

宇和島市
2/25（金）

（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 2月
（予定）

パールフェスティバル
in うわじま2022

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。

宇和島市 2月
（予定） 宇和島市産業まつり

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。

鬼北町 2月中旬 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

愛あるブランド産品である「鬼北熟成雉」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月中旬 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月中旬～
４月中旬

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
https://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。

松野町 2月下旬 第68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
https://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。【前年開催日：2/21

（リモート開催）】

愛南町 2月（予定） ぎゅぎゅっと愛南！冬の陣
～海と山を喰らう～

❶南レクロッジ前駐車場
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
https://www.town.ainan.ehime.jp/kanko/
sightseeing/matsuri/umaimoniti.html

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。

愛
媛
県

愛媛県
松山市

2/1（火）～
3/21（月・祝）

（予定）

第1回愛媛の企業所蔵
美術品蔵出し展覧会

（仮）

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

県内企業や団体等のご協力を得て、普段は一般公開
の機会がない各企業所蔵の美術作品の調査を行い、
これまで企業から寄贈された作品をあわせ、展覧会
を開催します。さらに県内小中高等学校等で対話型
鑑賞プログラムを実施します。

愛媛県
西予市

2/11（金・祝）～
4/7（木）

古代文学と伊予国
～百人一首から郷土か
るたまで～

❶愛媛県歴史文化博物館
❷愛媛県歴史文化博物館
☎0894（62）6222
https://www.i-rekihaku.jp/

万葉集、古今和歌集等の和歌と伊予国の関係や、地
域の文化遺産を取り上げた愛媛各地の郷土かるたを
展示するなど古代から現代まで、県内に残る和歌、
百人一首、かるた関係資料を紹介することで、古典
文学を基礎としたさまざまな文化や娯楽について顧
みる機会とします。

愛媛県
西予市

2月中旬～
4月初旬
（予定）

県歴史文化博物館
テーマ展

「おひなさま」

❶愛媛県歴史文化博物館
❷愛媛県歴史文化博物館
☎0894（62）6222
https://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。

愛媛県
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
https://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。

愛媛県
西予市

2/26（土）・
2/27（日） おひなさまイベント

❶愛媛県歴史文化博物館
❷愛媛県歴史文化博物館
☎0894（62）6222
https://www.i-rekihaku.jp/

おひなさまにちなんだ華やかなイベントなどを開催
します。

愛媛県
松山市 2/27（日）

愛媛県生涯学習センター
生涯学習ふれあいフェス
タ2022

❶ 松山市・愛媛県生涯学習センター内県民小劇
場ほか

❷愛媛県生涯学習センター
☎089（963）2111
https://www.i-manabi.jp/

2021年度に学習センターで実施した生涯学習の成
果を発表します。お子さんが楽しめる工作や段ボー
ル迷路などの体験コーナー、ゆるキャラとのふれあ
いイベントなどを開催します。
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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

２
月

イイ トト
カカ レレ ンンダダーー
ンンベベ

月2February

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

愛媛県
松山市

2月
（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。

愛媛県
松山市

２月
（予定）

愛顔感動ものがたり表
彰式イベント

❶愛媛県県民文化会館
❷愛媛県文化振興課
☎089（947）5581
bunkashinko@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「感
動のエピソード」の朗読や「愛顔の写真」を披露す
るイベントを開催します。
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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

３
月

イイ トト
カカ レレ ンンダダーー
ンンベベ

月3March

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
愛媛県

3/19（土）～
3/21（月・祝）

県総合科学博物館企画展
春の特別イベント

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

楽しいイベントを開催します。

西条市
3/5（土）・

3/6（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
銘椿があるハウス内を開放します。あわせて、椿の
苗木即売も行われます。

今治市 3/20（日）
（予定） 歌仙の滝祭 祭

❶歌仙の滝公園
❷今治市菊間支所住民サービス課
☎0898（54）3450

「お滝さん」の名で親しまれている菊間町松尾「歌仙
の滝」のお祭りで、当日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
行われます。

今治市 3/20（日）
第40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月（予定） しまなみ縦走2022
（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。【前年開催日：中止】

今治市 3月（予定） 人権ふれあいコンサート
たまふる音楽祭（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

昔懐かしい曲から最新の曲まで5曲を1時間30分演
奏。その後、正しい理解と認識を深めるため人権に
関する講話。自由に参加できます。

上島町 3/6（日）
（予定）

第34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
https://www.town.kamijima.lg.jp/

瀬戸内の海岸沿いを走る、健康マラソンの部（3㎞）、
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。

上島町 3月
（未定）

ゆめしまサイクル2022 
in かみじま
岩城橋開通を記念して大々的に
開催する予定。詳細は検討中。
開通時期に合わせるため日程が
後ろへずれる可能性あり。

❶弓削島・生名島・佐島・岩城島
❷上島町観光協会
☎0897（72）9277
https://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、めいっぱい楽しもう！

【前々年開催日：中止　前年：中止】

中
　
　
　
　
予

松山市 3月上旬
（予定）

特別展（仮）
「後期展」講演会②

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

特別展（仮）「後期展」で借用展示する重要考古資料に
関する専門研究者による講演会です。

松山市 3/13（日） 早春ふれあいウォーク
❶松山中央公園
❷（公財）松山市スポーツ協会
☎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
3/19（土）～
3/21（月・祝）

（予定）
道後温泉まつり 祭

❶ 道後温泉本館・道後温泉別館　飛鳥乃湯泉・
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㈱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・下旬～
（予定） 第124回松山植木まつり

❶松山総合公園
❷松山市公園緑地課　
☎089（948）6854
https://www.city.matsuyama.ehime.jp/shisei/
kakukaichiran/tosiseibibu/kouenryokuti_top.html

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27回「はがき歌」
全国コンテスト作品
表彰式

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/

日常における短詩系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
表彰式を行います。

松山市 3月
（予定） 秋山真之祭

❶坂の上の雲ミュージアム
❷坂の上の雲ミュージアム
☎089（915）2600
https://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、真之にちなんだ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
https://www.sakanouenokumomuseum.jp/

新企画展の開催を記念し、シンポジウムを開催します。

東温市
3月中旬～

4月中旬
（予定）

見奈良菜の花まつり
（実施未定）

❶レスパス・シティ
❷見奈良菜の花まつり実行委員会
☎089（990）7200

12,500平方メートルの菜の花畑で、約150万本の菜
の花が咲き誇ります。
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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

３
月

イイ トト
カカ レレ ンンダダーー
ンンベベ

月3March

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 3月下旬
第29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）2808

西日本地区の高校生ラガーと女性ラガールが、熱戦
を繰り広げます。

久万高原町 4月上旬 第20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/

中津地域の桜の見頃に合わせて開催され、地元特産
品の販売や、アマチュアミュージシャンによる音楽
ライブなどが行われます。

伊予市 3/27（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（土） 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（火） 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。

内子町
3月下旬～

4月上旬の土曜・
日曜（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、釜揚げうどんなどが振る舞われます

（有料）。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月上旬の土曜・
日曜（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
https://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。

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/event-haru.html

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 第33回渓流つり大会
❶大洲市河辺町三嶋・河辺ふるさとの宿付近
❷大洲市観光協会河辺支部
☎0893（39）2111

釣り上げた魚の大きさを競います。１位～３位まで
賞状進呈（副賞あり）。釣竿、餌等は各自ご持参くだ
さい。

大洲市 3月下旬 河辺ふるさと公園さくら
祭り

❶大洲市河辺町三嶋・河辺ふるさと公園
❷大洲市観光協会河辺支部
☎0893（39）2111

満開のさくらの中で、さくらを愛で、音楽演奏等を
聴くお祭りです。バザーもあります。

大洲市
3月下旬～

4月下旬
（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/event-haru2.html

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、春季スポーツ大会など多くの行事が
開催されます。

八幡浜市 3月下旬 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月下旬
（予定） 野福峠さくら祭り

❶明浜町俵津・野福峠ほか
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、イベ
ントなどを開催します。

西予市 3月下旬
（予定） 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。

西予市
3月下旬～

4月上旬
（予定）

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・もちまき等が行われます。

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】

宇和島市 3/6（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 3/27（日）
（予定） 虹色さくらまつり

❶和霊小学校グラウンド
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。

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。
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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

イイ トト
カカ レレ ンンダダーー
ンンベベ

３
月

イイ トト
カカ レレ ンンダダーー
ンンベベ

月3March

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 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。

愛南町
3/3（木）～
（１か月間）

（予定）
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愛南町役場西海公民館
☎0895（82）0069

石で作成したお雛様を募集し、石垣に飾ります。

愛
媛
県

愛媛県
松山市

3月上旬
（予定）

令和3年度第3回スポー
ツ教室無料体験フェス
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）2216
http://www.epsc.jp
info@eco-spo.com

総合運動公園で行っているフラダンス、テニスといっ
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。

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。

愛媛県
宇和島市

3月下旬～
4月上旬
（予定）

春休みわんぱく天国 祭
❶津島町・南楽園
❷南楽園　☎0895（32）3344
http://www.nanreku.jp/
nanreku@nanreku.jp

ファミリーパークにて「移動動物園」や「ダンボー
ル迷路」「エコポニー乗馬体験」など親子で楽しめる
イベントを開催いたします。

愛媛県
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。

南
予
／
愛
媛
県
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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

毎
月

イイ トト
カカ レレ ンンダダーー
ンンベベ イイ トト

カカ レレ ンンダダーー
ンンベベ月毎

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～ 12月
（1 ～ 2月は休）

東洋のマチュピチュ「東平」
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
https://besshi.com/sangyoisan/bus/

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 不定期 あかがねシネマ
❶あかがねミュージアム多目的ホール（あかがね座）
❷あかがねミュージアム
☎0897（31）0305
https://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、ドリンクがついてい
てお得です。

新居浜市
随時

（参加者があれば
開催）

口屋あかがねプロジェクト
❶口屋跡記念公民館付近
❷口屋跡記念公民館
☎0897（32）8430

あかがねの会が、口屋跡記念公民館内に設置してあ
るジオラマの説明・校区内の名所を案内し、口屋の
歴史を伝えます。

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。

今治市

４月～ 10月
【乗船は前日まで

の完全予約制】
【最小出航人数

５名以上】

来島海峡急潮流体験
❶来島海峡周辺
❷大浜漁業協同組合　☎0898（23）3737
　営業時間　平日8：30 ～17：00

「来島海峡大橋」をくぐりぬけながら、来島海峡の激
しい潮流を間近で体験でき、さらに海上生簀での魚
釣り体験も可能です。急流体験船の発着場所となる
浜の台所『潮里』では天然真鯛を使った鯛めしや、
鯛だしうどん等が味わえます。

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）

来島海峡急流観潮船
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

（月曜日・年末
年始（12/31 ～

1/3）は休）
能島水軍潮流体験

❶宮窪町・能島周辺
❷物産館兼魚食レストラン「能島水軍」
☎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。

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）

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
https://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
https://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
https://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 6月～ 3月
（予定）

わかりやすい考古学講座
「発掘松山の遺跡11」

❶松山市考古館
❷松山市考古館　☎089（923）8777
https://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
年間13回、
土・日曜日

12：00 ～ 16：00
（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
https://www.cul-spo.or.jp/comcen/

季節に応じた手作り工作を開催します。（詳細未定）

松山市
年間10回、
土・日曜日

日没時によって変動
（予定）

観望会
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
https://www.cul-spo.or.jp/comcen/

季節に応じた天体観測を開催します。（詳細未定）

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
　スポーツ振興課
☎089（909）6154
https://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
ツ教室を実施します。

松山市
原則毎月第4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関連棟を一般開放し、
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。
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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

毎
月

イイ トト
カカ レレ ンンダダーー
ンンベベ月毎

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 通年 里島（りとう）めぐり
❶松山市（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

しまの豊かな自然・文化・食をテーマとした各種体験
メニューやイベントを多数ご用意しています。

東温市 ７月頃～３月頃 とうおんアートヴィレッ
ジフェスティバル2021

❶東温アートヴィレッジセンターほか
❷東温アートヴィレッジセンター
☎089（990）7210

とうおん市が贈る熱いアートの祭典。演劇・ダンス・
ミュージカル・音楽・美術などなど、様々なプロジェ
クト、イベントが満載の東温市が今熱い！

久万高原町 偶数月第4日曜日
（予定）

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、成川商店前駐車場
❷立川軽トラ市実行委員会
☎090（6287）7304（代表：西谷）

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
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大洲市肱川町・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
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大洲観光総合案内所
☎0893（57）6655
https://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 通年 鹿野川湖周遊企画
❶大洲市肱川町・丸山公園ほか
❷鹿野川湖周遊企画部会
☎0893（34）2311

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、オシドリウォッチング等のイベントを
開催します。

大洲市
毎月第1木曜日
毎月第3日曜日
毎月第4日曜日

毎月第1木曜日　チャン
スの日
毎月第3日曜日　道の駅
の日
毎月第4日曜日　清流コ
ンサート

❶大洲市肱川町・「道の駅」清流の里ひじかわ
❷「道の駅」清流の里ひじかわ
☎0893（34）2700
https://seiryuunosato-hijikawa.co.jp/

毎月定期的に様々なイベントを開催しています。チャ
ンスの日には野菜・物産販売所にて、千円のお買物
ごとに1回、空くじなしのくじ引きが行なえます。道
の駅の日には、毎回スタッフ手作りのイベントが開
催されます。また、清流コンサートでは自然と音楽
に触れあうひとときが楽しめ、飛び入りの参加も大
歓迎となっています。

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。

大洲市 通年
（事前予約制）

海を見ながらふれあい
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、気軽に馬とふれあうことができます。
体験コースなど、詳しくはお問い合わせください。

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大洲市肱川町・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
https://kanogawaso.jp/

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。

大洲市
 随時
通年

（除外日12/29（水）
～ 12/31（金））

おおず歴史華回廊
❶大洲市肱南地区・肱北地区など
❷大洲市観光総合案内所
☎0893（57）6655
https://hana.visitozu.com/

大洲を知り尽くした案内人と、「歴史」、「食」、「人」
といったまちに咲く時代の華をめぐるまち歩きイベ
ント。おはなはん通りや臥龍山荘などの見どころを、
歴史の説明を聞きながら和菓子店などをめぐり、ま
ち歩きをお楽しみいただけます。

八幡浜市
4/16（金）、
8/15（日）、
10/19（火）

5 ～ 12月第2日曜日
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日曜日や市
の行事等があるときには拝観できます。

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文化の里休憩所
☎0894（62）3843

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回）（予定）

あけはまシーカヤック
ツーリング 

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

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、活動を通じて自然
の豊かさと広大な海に親しみます。
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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

毎
月

イイ トト
カカ レレ ンンダダーー
ンンベベ イイ トト

カカ レレ ンンダダーー
ンンベベ月毎

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 毎月第１日曜日 末光家住宅一般公開
❶宇和町卯之町三丁目末光家住宅
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 毎月第１日曜日 旧武蔵一般公開
「ふらっと　かまどの日」

❶宇和町卯之町旧武蔵
❷宇和先哲記念館
☎0894（62）6700

明治期に「武蔵（屋）」という屋号で商いをしていた
ため「旧武蔵」といい、建築年代は「明治期」と伝
えられています。毎月第１日曜日は、立ち寄った方
に実際にかまどで作ったものを試食してもらいます。
また、その時期に合わせたイベントも行っています。

松野町 ４月下旬～
11月上旬

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（２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松野町ふるさと創生課
☎0895（42）1116
https://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す。

【前年開催日：中止】

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
（偶数月6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

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㈱
☎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：8/16、12/6】 イ
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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

イイ トト
カカ レレ ンンダダーー
ンンベベ

中
予
／
南
予

未
定

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

中
　
　
　
　
　
予

松山市 未定 （仮）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。

松山市 未定 中央図書館ビブリオバト
ル

❶松山市総合コミュニティセンター・展示室
❷中央図書館事務所
☎089（943）8008

中学生・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）、それぞれ質疑応答（各２分）を行っ
たのち、参加者や観客全員で、どの本が一番読みたい
と思うか投票してもらう知的書評合戦ゲームを開催しま
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
（予定）

地域主導による地球温暖
化対策フォーラム（仮称）

❶未定
❷松山市環境モデル都市推進課
☎089（948）6960

脱炭素社会に向けた様々な取組みを学び、ひとりひとり
が地球温暖化対策について考えることを目的に、企業、
大学、行政等による講演や事例発表などを行います。

松山市 未定
（予定） 防災キャンペーン

❶未定
❷松山市防災・危機管理課
☎089（948）6794

防災に関するキャンペーンを通じて、最近全国で頻発
する台風・大雨災害や、近い将来起こるとされている
南海トラフ地震への備えなどについて、呼びかけを行う
ものです。

松山市 未定 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

子ども読書活動の関係者や関心のある市民へ情報交換
や意識啓発を目指し、活動団体（者）の実践報告や実
演発表、研修等を行います。

松山市 未定 第15回まつやま農林水産
まつり

❶未定
❷松山市農水振興課
☎089（948）6565

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知っ
て、食べて、学ぶイベントです。

松山市 未定 第70回松山港まつり・
三津浜花火大会

❶三津ふ頭
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 未定 地域力パワーアップ大会
❶未定
❷松山市まちづくり推進課
☎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。

東温市 未定 とうおんゆったりサイク
リング  

❶東温市さくらの湯観光物産センター
❷（一社）東温市観光物産協会
☎089（993）8054

東温市さくらの湯観光物産センターを拠点に、愛媛
サイクリングの日に合わせて、サイクリングイベント
を開催します。※内容未定

南
　
　
予

内子町 時期未定 ドイツフェスタ 2021
❶内の子広場
❷内子町役場町並・地域振興課
☎0893（44）2118

2011年10月にドイツ・ローテンブルク市と姉妹都市
盟約を締結した内子町が、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。

八幡浜市
伊方町 未定 佐田岬ふるさとウォーク

2021

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。

松野町 未定 松野四万十バイクレース
2021

❶愛媛県滑床渓谷～高知県黒尊渓谷
❷松野町ふるさと創生課
☎0895（42）1116
https://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：中止】

松野町 未定
まつの桃源郷駅伝の陣
第10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（ふるさと創生

課内）
☎0895（42）1116
https://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。【前年開
催日：中止】
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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

イイ トト
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えひめイベントBOX116

市町名 特産市名 開催日 ①会場 ②問い合わせ先 内容

四国中央市 ジャジャうま市 9：00 〜 16：00
（年末年始除く）

❶JAうま総合経済センター前
❷JAうまジャジャうま市
　☎0896（23）3377

季節野菜、農産加工品、魚、お茶、果物、花な
どを販売します。

霧の森青空市かほり 毎週日曜日
（1 〜 2月休み）

❶霧の森第1駐車場
❷青空市かほり 季節野菜、加工品、お茶などを販売します。

楽しみ市 8：30 〜 18：00
（10/15・年始は休み）

❶土居町入野79
❷東予園芸農協宇摩支部　楽しみ市
　☎0896（75）1950

季節野菜、魚、お茶、果物（柑橘）、花、農産加
工品などを販売します。

おいでや市 9：00 〜 16：00
（火曜日、年末年始除く）

❶JAうま川之江中央支店前
❷JAうまおいでや市
　☎0896（59）6001

季節野菜、農産加工品、魚、お茶、果物、花な
どを販売します。

ふれあい市 9：00 〜 13：00
（火曜日、年末年始除く）

❶JAうま金生支店前
❷JAうま川之江中央経済センター
　☎0896（58）3953

野菜・切り花・農産加工品などを販売します。

切山にこにこ市 毎月第2日曜
7：30 〜 10：30

❶切山集会所前
❷切山にこにこ市
　☎0896（58）8078

野菜・農産加工品・果実・山菜・花などを販売し
ます。

かわのえ栄町商店街
“朝市”

毎月第1、第3日曜
9：00 〜

❶川之江栄町商店街内
❷四国中央ドットコム
　☎0896（58）8726

地元漁師さんの獲れたての魚などを販売します。
（売り切れ次第、終了）

新居浜市 農産物直売所
あかがね市四季菜広場

年中
（年末年始、盆、地方祭休）
８：30 〜 16：00

❶ＪＡえひめ未来本所北
❷四季菜広場
　☎0897（31）0181

新鮮で安全・安心な野菜や果物、花き、手づくり
総菜やスイーツ等を販売しておりますので、ぜひ
一度お立ち寄りください。

百縁笑点街＆
さんさん産直市

毎月第４日曜日
9：00 〜 13：00

❶登り道サンロード
❷百縁笑点街＆さんさん産直市実行委員会
　（事務局：NPO法人新居浜まちゅり隊）
　☎0897（37）1666

アコースティックコンサートや似顔絵コーナーなど
楽しいイベントもやっています。

農産物直売所
銅夢キッチン

年中
（年末年始休予定）
9：00 〜 18：00

❶旧銅夢にいはま
❷㈱銅夢市場（銅夢キッチン）　
　☎0897（35）2468
※令和３年３月オープン予定

安全安心な農産物や精肉、鮮魚や総菜等の加工
品の販売、飲食ができる喫茶コーナーなど、まち
なか産直市場を開設しますので、ぜひ一度お立ち
寄りください。

DCMダイキ新居浜店
産直市

元旦、棚卸日を除く毎日
8：00 〜 20：00

（正月営業を除く）

❶瀬戸町甲4101
❷DCMダイキ新居浜店
　☎0897（40）1760

DCMダイキ新居浜店内にある産直市です。新鮮
な野菜・果物、新鮮でおいしい鮮魚・精肉、季節
の贈答用果物、弁当・お惣菜や地元の加工品など
を中心に取り揃えています。また、地元農家さん
のお米も取り揃えています。

西条市 西条五日市 毎月5日
❶西条商店街
❷日光
　☎0897（55）2764

昭和60年から続いている西条商店街恒例の名物
イベント。毎月5日に店頭で超安売ワゴンセール
などを実施しています。

西山もみじ市
10月下旬〜 12月上旬
毎週土・日曜日（無人）、
11月中旬から毎日（有人）
9：30 〜 16：00

❶丹原町・古田
　（西山興隆寺もみじ参道沿い）
❷徳田公民館
　☎0898（68）7027

季節の野菜や、手づくりの農産加工品（餅・寿司・
漬物）等を販売しています。

百笑市 年中無休
7：00 〜 19：00

❶丹原町・徳能出作
　（市道周布吉岡線・徳出橋付近）
❷百笑市
　☎0898（64）0341

野菜、果物、花、農産加工食品、海産物等の品
揃えが豊富な市場です。

JA周桑田野女性部
ふれあい直販所

毎週土・日曜日
8：00 〜 16：00

❶丹原町・高松（赤い折鶴が目印）
❷JA周桑田野女性部ふれあい直販所
　☎0898（68）4448
http://www.islands.ne.jp/ja-syuso/
directstore/index.html

新鮮野菜はもちろん、有精卵や完全発酵堆肥、
木酢液などを販売する個性派市場。毎年秋には「柿
まつり」が開催され、柿の皮むき競争など楽しい
イベントが盛りだくさんです。

にこにこ市 毎週日曜日
8：00 〜 12：00

❶丹原町・来見（壬生川丹原線沿い）
❷佐伯利彦
　☎0898（73）2170

野菜や果物、花、花苗、卵等を販売しています。

特
産
市



特産市ガイドBOX 117

市町名 特産市名 開催日 ①会場 ②問い合わせ先 内容

西条市 東予園芸農業協同組合
直販所

毎週土・日曜日
7：00 〜 15：00
毎週月〜金曜日
8：00 〜 17：00

❶丹原町・田野上方
　（県道丹原小松線・石鎚橋付近）
❷東予園芸農業協同組合直販所
　☎0898（68）3600
http://www.toyoengei.jp/

バラ、あたご柿、梅製品をはじめ、メロンやみか
んなどの果物、新鮮な野菜等々、地元の特産品
を販売。全国発送も行っています。

周ちゃん広場 年始4日間を除く毎日
9：00 〜 17：30

❶丹原町・願連寺
❷周ちゃん広場
　☎0898（76）2022
http://www.islands.ne.jp/ja-syuso/
directstore/index.html

新鮮な野菜や果物等が所狭しと並んでいます。ラ
ベルを見ればどの生産者が作ったものか一目でわ
かり、安心して食べられると信頼を得ています。
味噌、醤油、手作りお菓子等の品揃えも豊富で、
売場はいつも賑わっています。

日野農園トマト直販所
年中無休
9：30 〜 17：00

（1/1 〜 5のみ休み）

❶西条市吉田53-1
❷日野義幸
　☎0898（68）0739

日野農園は、安心・安全にこだわって栽培してい
ます。トマト（品種：アイコ・フルティカ・ごほう
び）、キュウリ、四季の野菜、お米を生産販売し
ています。また、果物や花も取り揃えているほか、
乾物等も販売しています。果物の全国発送も行っ
ています。

周越ふれあい市場 毎週土・日曜日
7：00 〜 16：00

❶西条市実報寺甲1062
　（周越トンネル西条市側）
❷周越ふれあい市場（土・日のみ）
　☎0898（66）3791

米、野菜や草花、加工食品（餅、焼き米、米菓子、
漬物）、鮮魚、有機肥料等を販売しています。

東予ファーマーズ
マーケット

毎週日曜日
7：00 〜 12：00

❶西条市北条846-1（国道196号沿い）
❷一色秀夫
　☎090（3181）1346

農産物や卵、農産物加工品等を販売しています。

ＤＣＭダイキ周桑店
産直市

元旦、棚卸日を除く毎日
7：00 〜 20：00

（正月営業を除く）

❶西条市周布750-1
❷ＤＣＭダイキ周桑店
　☎0898（68）3100

ＤＣＭダイキ周桑店に隣接する産直市です。新鮮
な野菜・果物、新鮮でおいしい鮮魚・精肉、季節
の贈答用果物、弁当・お惣菜や地元の加工品など
を中心に取り揃えています。また、地元農家さん
の育てたおいしいお米も取り揃えています。

ときめき水都市
本店

地方祭及び年始3日間を除
く毎日
8：30 〜 18：00

❶�西条市神拝甲487-4・JAえひめ未来
　西条総合相談センター前
❷ときめき水都市本店
　☎0897（53）6771
https://ja-ehimemirai.or.jp/index.php

平成３年から新鮮野菜を直売している「ときめき水
都市」です。豊富な「水」に育まれた安全・安心な
地元の新鮮野菜を直売しています。お米や切花の
他にお総菜や加工品も豊富に取り揃えています。
併設するあぐり工房の米粉パン・フレッシュジュース
も大人気です。

ときめき水都市
みのりちゃん市場

地方祭及び年始3日間を除
く毎日
9：30 〜 18：30

❶西条市栄町260
❷ときめき水都市みのりちゃん市場
　☎0897（53）7333

平成25年7月に紺屋町商店街の再開発地区にオー
プンしました。徒歩や自転車で買い物にきていただ
けるお店、地域の方の生活にとってなくてはならな
い店舗を目指します。

OASIS MARKET
（おあしす市場）

4月〜 9月
9：00 〜 18：00
10月〜 3月
9：00 〜 17：30
定休日：元旦のみ

❶西条市小松町新屋敷乙22-29
❷おあしす市場
　☎0898（72）3011

令和元年7月にリニューアルオープンしたアウトドア
オアシス石鎚に隣接しています。瀬戸内海に面し、
年間を通して温暖な西条市の気候風土に適した特
色ある新鮮な農産物や市内特産品などを販売して
います。併設するイートインコーナーでは、限定ソ
フトクリームや季節の野菜カレーが味わえます。高
速道路からも直接アクセス可。

今治市 「道の駅」
しまなみの駅御島

通年（年中無休）
8：30 〜 17：00

❶「道の駅」しまなみの駅御島
❷「道の駅」しまなみの駅御島
　今治市大三島町宮浦3260
　☎0897（82）0002

日本総鎮守・大山祇神社と大三島美術館に隣接す
る観光情報発信基地。レンタサイクルの中継基地
としての機能を備え、シャワー室、休憩室も完備。
「しまなみ地域」ならではの新鮮な農産物、水産
物などを取り揃えた特産品コーナー、お土産コー
ナーもあります。

「道の駅」
多々羅しまなみ公園

通年
（年中無休
※変更の可能性あり）
9：00 〜 17：00

❶「道の駅」多々羅しまなみ公園�
❷「道の駅」多々羅しまなみ公園
　今治市上浦町井口1980番地の2
　☎0897（87）3866

世界有数の斜張橋「多々羅大橋」がすぐ目の前。
情報、案内等を提供するインフォメーションセン
ターやレストラン、特産物を販売するふれあい屋
台市などがあり、地元のさまざまなイベントが行
われ、たくさんの人が訪れます。

「道の駅」
伯方Ｓ・Ｃパーク

通年
（元旦休み
※変更の可能性あり）
9：00 〜 17：00

❶「道の駅」伯方Ｓ・Ｃパーク
❷「道の駅」伯方Ｓ・Ｃパーク
　今治市伯方町叶浦甲1668番地1
　☎0897（72）3300

「道の駅」伯方Ｓ・Ｃパークは、伯方島インターよ
りすぐの伯方・大島大橋のたもとにあり、風光明
媚な場所です。地元の新鮮な農水産品の直売、
特産の塩を使用したオリジナル商品などのお土産
コーナーやレストランもあります。特に夏場は多
くの海水浴客でにぎわいます。

「道の駅」
よしうみいきいき館

通年
（元日休み
※変更の可能性あり）
9：00 〜 17：00

❶「道の駅」よしうみいきいき館�
❷「道の駅」よしうみいきいき館
　今治市吉海町名4520-2
　☎0897（84）3710

「道の駅」よしうみいきいき館では、地元の新鮮な
野菜や魚介類の直売の他、漁協が生産している海
苔やひじきなどの特産品を販売しています。その他、
来島海峡で獲れた魚介類をその場でバーベキュー
や七輪焼きで味わう事ができます。

特
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えひめイベントBOX118

市町名 特産市名 開催日 ①会場 ②問い合わせ先 内容

今治市 よしうみローズ館
通年（毎週水曜日、
 12/31 〜 1/3休み）
10：00 〜 16：00
※季節により変更あり

❶よしうみローズ館
❷よしうみローズ館
　今治市吉海町福田1290番地
　☎0897（84）2970

バラ公園に隣接するショップ＆レストラン。ショップで
はバラグッズや地元特産品、手作りソースや各種お
みやげ品を販売しています。

ゆのうら市場 毎週土曜日・日曜日の朝
❶「道の駅」今治湯ノ浦温泉�
❷「道の駅」今治湯ノ浦温泉
　今治市長沢甲252-2
　☎0898（47）0990

毎週土・日曜日朝6時半から開かれる「ゆのうら
市場」（朝市）は、地元のお客様にも好評です。
温泉の湯煙を演出した「泉源広場」が目印です。

宮窪の漁師市
毎月第１日曜日

（１月は休み、8/13・
12/30は臨時開催）
9：00 〜　売切御免

❶宮窪漁港内
❷愛媛県漁業協同組合宮窪支所
　今治市宮窪町宮窪2700
　☎0897（86）2008

宮窪瀬戸でとれた魚介類、鯛・カレイ・サザエそ
の他を浜値で直売します。また、農産物等の販売
も実施します。

まちなか広場
ほんからどんどん

年中無休
（年末年始を除く） 
9：00 〜 19：00

❶まちなか広場　ほんからどんどん
❷まちなか広場　ほんからどんどん
　今治市常盤町2-7-7
　☎0898（32）7230
　今治商店街協同組合事務局
　☎0898（32）0122

「ほんからどんどん」とは、今治商店街、本町からド
ンドビまで、たくさんの人に集まってもらいたいとい
う願いの意味。生鮮食品や今治名産品の販売をは
じめ、子供からお年寄りまで楽しめる広場も併設さ
れています。
食堂では今治焼き鳥が食べられます。（食堂14：30
ラストオーダー）

上島町 おさかな朝市 4月下旬〜 5月上旬
❶弓削島：弓削漁協前広場
❷弓削漁業協同組合
　☎0897（77）2121

弓削沖で水揚げされた天然の鯛やヒラメなどの新
鮮な魚を販売します。また鯛めし・タコ飯などの
販売も行われます。

佐島しまのひろば
9：00 〜 17：00
年中無休（ただし、年末
年始は休業）

❶上島町弓削佐島610
❷せとうち交流館（商工観光課）
　☎0897（77）2252

佐島港近くの旧スーパーを再利用した施設です。
近所の人たちが地元で採れた新鮮野菜を置いてお
り、曜日によっては、町内のNPO「ポップコーン
のいえ」のパンも買えます。
また、買い物だけでなく、立ち寄って休憩するこ
とも出来ます。

いわぎ産直市場
（リモーネプラザ直売所）

8：00 〜 17：30（平日）
8：00 〜 17：00（土・日・祝）
年中無休（ただし、年末年始※
及び地方祭（10月第2週時）
は休業）
※12/30、1/2、3は
　10：00 〜 15：00まで営業。
　12/31、1/1は休業

❶上島町岩城1427-2
❷�㈱いわぎ物産センター（リモーネプラザ
直売所）

　☎0897（75）3277

島の農家さんたちが育てた野菜やレモンを始めと
する柑橘等の産直を行っており、芋菓子やレモン
ケーキ、手作りジャム等の加工品も豊富に取り揃
えています。また、レモンを食べて育ったレモン
ポークや島育ちのゆめしま鯛（真鯛）もおすすめ
の逸品です。

松山市 道後にきたつの路
日曜朝市

毎月第4日曜日
8：00 〜 13：00

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
　（道後温泉旅館協同組合内）
　☎089（943）8342�

道後商店街横の「道後にきたつの路」で、地元で
採れた新鮮な野菜や果物、海産物、じゃこてん、
手づくり木工品、リメイク着物などが販売されて
います。

道の駅
「風早の郷風和里」

9：00 〜 18：00
（一部施設を除く）
休館日12/31 〜 1/2

❶松山市大浦119
❷道の駅風早の郷風和里
　☎089（911）7700

とれたての新鮮な野菜及び魚介類をはじめ市内の
特産品や加工品等を販売する青空市場と地元の食
材をふんだんに取り入れたレストランが人気の道
の駅です。お客様感謝デー（毎月第１日曜日）の
ほか、さまざまなイベントも開催します。

花園町通り産直市

毎週土曜日
（6月〜 10月は9：00 〜
14：00）

（11月〜 5月は10：00 〜
15：00）

❶花園通り商店街内（松山市花園町）
❷花園まちづくりプロジェクト協議会
　☎089（933）4375

市内外の道の駅をはじめ、農林水産物の生産者や取
り扱い業者などが出店し、野菜や果物のほか、魚介
類や加工食品などを販売します。

東温市 みなら産直物産市
あさつゆマルシェ 毎日

❶レスパスシティ内
❷レスパスシティあさつゆマルシェ
　☎089（990）7110

県内産の生鮮野菜･果物･物産･加工品を一堂に取
り揃えた、生産者と消費者を結ぶ「農・食・遊」
の産直市場。地元の生産者皆様のとりたて野菜、
もぎたて果物など新鮮がいっぱいの「農・食・遊
のテーマパーク」としてお楽しみ下さい。

ファミリーマート・全農
ふれっしゅ広場 毎日

❶ファミリーマート・全農ふれっしゅ広場
❷ファミリーマート・全農ふれっしゅ広場
　☎089（964）4300

コンビニと産直が１つになった一体型店舗です。
地元の生産者が部会を組織し、旬の野菜や果物、
漬物や加工食品などを常時販売しています。

ふれあい市みうち

お盆・秋祭り日・年末年始・
棚卸日（不定期）を除く毎日
８：３０〜 17：００
土・日・祝日
８：３０〜 13：００

❶JAえひめ中央三内経済センター
❷JAえひめ中央三内経済センター
　☎089（966）2231

山里の野菜・果物、おふくろの味の手作り加工品、
工芸品や有機野菜、また三内米も販売しており、地
域色豊かな直売所。特産の樒（しきみ）を目当てに
訪れるお客様も多く、ほのぼのとした雰囲気の市で
す。

特
産
市



特産市ガイドBOX 119

市町名 特産市名 開催日 ①会場 ②問い合わせ先 内容

東温市 松山生協　川上店 日曜日を除く毎日
（18：00まで）

❶JA松山市川上支所前
❷㈱松山生協川上店
　☎089（966）6230

地元農家産の新鮮な野菜などを販売しています。
また、2016年9月にリニューアルしましたので、
店内は綺麗で、気持ちよく買い物をすることがで
きます。

北吉井ふれあい市
祝日・日曜日を除く毎日

（8：00 〜 16：30）
土曜日は12：00までの営業

❶JAえひめ中央北吉井出張所前
❷北吉井ふれあい市
　☎089（964）0675

近所で採れた新鮮な野菜や果物をおすそ分け。
美味しくできた総菜はいかが？そんな気分で近所
の根強いファンにささえられているお店です。

東温市さくらの湯観光物
産センター
農産物直売所

第4水曜・12/31 〜 1/5
を除く毎日

❶東温市さくらの湯観光物産センター
❷東温市さくらの湯観光物産センター
　☎089（993）8054

農産物直売所と観光物産案内所兼イートインス
ペース、レンタサイクルを備えた施設です。
東温市産にこだわった新鮮な農産物や花き類、手
作り惣菜・パン、手工芸品などを販売しています。

DCMダイキ重信店
産直市

元旦、棚卸日を除く毎日
8：00 〜 20：00

（正月営業を除く）

❶野田3-2-5
❷DCMダイキ重信店
　☎089（990）7377

DCMダイキ重信店内にある産直市です。新鮮な
野菜・果物、新鮮でおいしい鮮魚・精肉、季節の
贈答用果物、弁当・お惣菜や地元の加工品などを
中心に取り揃えています。また、地元農家さんの
お米も取り揃えています。

久万高原町 道の駅みかわ
（農村活性センターみかわ）

毎日
（4月〜 11月毎月第3水曜
定休、12月〜 3月毎週水
曜定休）

❶道の駅みかわ
　久万高原町上黒岩2840番地
❷農村活性センターみかわ
　☎0892（56）0330

高原野菜、総菜類、美川手延べ素麺、お茶、美川らっ
きょう、醤油、味噌、菓子類（そばボーロ、ほの
ぼのクッキー等）。

西谷農産物直売所
（ししまる）

4月〜 11月　土・日
（不定休あり）

❶久万高原町西谷10673-1
　（国道440号沿い）
❷代表　山本
　☎0892（55）0017

野菜・漬物・焼き餅・じゃがいもの味噌煮・豆腐
の梅酢漬け・こんにゃく・お菓子・工芸品が販売
されます。

柳谷農産物直売所 2月〜 12月中旬　日
❶久万高原町中津7026
　（ヒメシャラ休憩所付近）
❷代表　正岡
　☎0892（54）2727

地元の生活研究グループが旬の野菜、漬物、焼
き餅、農産物加工品を販売します。

面河特産品開発
センター

4月上旬〜 11月　毎日
（火曜定休）※紅葉シーズ
ンは毎日営業予定

❶久万高原町相の木26
　（県道12号沿い）
❷面河特産品開発センター
　☎0892（58）2440

こんにゃく、新鮮野菜、まいたけ味噌、山椒味噌、
茶、乾物、竹製品、よもぎ粉、手作り菓子類が販
売されます。

おもごふるさと市場
4月上旬〜 11月　土・日・祝

（夏休みシーズンは火曜のみ
定休）※紅葉シーズンは毎日
営業予定

❶久万高原町相の木26
　（県道12号沿い）
❷面河特産品開発センター
　☎0892（58）2440

あまご・あゆの塩焼き、味噌芋、田楽、焼きとう
もろこし、加工品（つき餅、おにぎり、ドーナツ等）、
惣菜類（から揚げ、お好み焼き等）が販売されます。

久万農業公園市場
毎日

（年末から2月上旬は土・
日・祝日休み）

❶久万高原町下畑野川甲500
　（県道209号沿い）
❷久万農業公園
　☎0892（41）0040

季節の花、新鮮農産物、イチゴ、おくまさんシリー
ズ（菓子）などが販売されます。

ＪＲ久万高原駅
やまなみ 毎日（日・祝定休）

❶久万高原町久万202-3
　（ＪＲバス久万高原駅やまなみ内）
❷ＪＲ久万高原駅やまなみ
　☎0892（21）0071

季節の野菜、加工品（久万高原町特産品・・・しょ
うゆ、味噌、お茶、そうめん、乾しいたけ、菓子
類等）が販売されます。

古岩屋高原市 7月〜 11月　日
（不定休あり）

❶久万高原町直瀬乙1636
　（国民宿舎古岩屋荘・バス停近く）
❷代表　小倉
　☎0892（31）0386

地元の生活研究グループが旬の野菜を販売します。
（トマト・ピーマン・とうきび等）

コーナン産直館 毎日（元日休み）
❶久万高原町入野1180
　（国道33号沿い）
❷コーナン産直館
　☎0892（50）0181

大根、トマト、白菜などの新鮮野菜や加工品など
が販売されています。

道の駅
「天空の郷さんさん」 毎日（元日休み）

❶久万高原町入野1855-6
　（国道33号沿い）
❷道の駅「天空の郷さんさん」
　☎0892（21）3445

トマト、ピーマンなどの新鮮野菜ほか、醤油、味噌、
こんにゃくなど加工品が販売されます。

久万山だんだん市
火・水・金・土・日・祝日

（1月〜 3月は、火・水・金・
土・日のみ営業）

❶久万高原町西明神310
　（松山市農協明神支所付近）
❷久万山だんだん市
　☎0892（21）0004

新鮮農産物（トマト・大根・とうもろこし等）、花
の苗、手づくり農産加工品、木工品、かぶと虫が
販売されます。（夏･･･状況によります。取扱はお
問い合わせ下さい。）

東明神　青空市
4月下旬〜 12月中旬
木（7月第2木曜〜）・
土・日・祝日

❶久万高原町東明神甲1152
　（国道33号沿い）
❷東明神　青空市
　☎0892（21）1009

高原野菜（大根・じゃがいも・トマト・スイート
コーン等）、白米（うるち）、もち（不定期で実演
販売あり）が販売されます。

特
産
市



えひめイベントBOX120

市町名 特産市名 開催日 ①会場 ②問い合わせ先 内容

松前町 まさき村
1/1 〜 4休業
8：30 〜 19：00

（12/31は8：30 〜 18：00）

❶伊予郡松前町大字筒井850番地
　エミフルMASAKI敷地内
❷☎089（985）5088

松前町とその近郊で採れた新鮮な野菜・魚・花卉
等の農・海産物をはじめ、ちりめん・じゃこ天等
の特産加工品を販売しています。

伊予市 手づくり交流市場「町家
（まちや）」内産直市

8：30 〜 19：00
正月休み：１/1 〜４

❶伊予市米湊827番地4
❷株式会社まちづくり郡中
　☎089（946）7245

生産者が直接出荷する新鮮野菜や果実、花木、
加工食品等の販売を行っています。伊予灘で獲れ
た地魚を揃えた鮮魚コーナーや、個性的なテナン
トも人気です。

輝市（ぴかいち） 毎週土・日曜日のみ営業
7：30 〜 16：00

❶伊予市上三谷530-1（伊予小学校付近）
❷輝市（ぴかいち）
　☎089（982）1584

生産者からの季節の果物や野菜等を消費者に直接
販売を行います。

クラフトの里内直売市
通年

（定休日：毎月第３月曜日）
正月休み：１/1 〜４

❶道の駅なかやま（クラフトの里）
❷なかやまウッドクラフトセンター
　☎089（968）0636

地元中心の新鮮野菜や果物、漬物などの加工品
等を豊富に取り揃えて販売しています。��

夕焼けぴちぴち市 毎週土・日曜日のみ営業
10：00 〜 17：00

❶しもなだ運動公園内
❷夕焼けぴちぴち市
　☎089（987）0050

豊田漁港に水揚げされた新鮮な活魚や手づくりの
加工品の販売を行っています。特に、鱧（ハモ）
入りのじゃこ天や新発売の鱧カツバーガーは人気
があり、売り切れの際はご容赦ください。

ファーマーズマーケット
いよっこら

毎月第１火曜日定休
（祝祭日は営業します） 
正月休み：１/1 〜４

❶伊予市下吾川511-1
❷ファーマーズマーケットいよっこら
　☎089（997）3720

地元の中予地区を中心に、県内各地から地域の特
色を活かした新鮮な農産物や加工品が持ち込まれ
ています。�

DCMダイキ伊予店
産直市

元旦、棚卸日を除く毎日
9：00 〜 20：00

（正月営業を除く）

❶下吾川1042
❷DCMダイキ伊予店
　☎089（983）2321

DCMダイキ伊予店内にある産直市です。新鮮な
野菜・果物、新鮮でおいしい鮮魚・精肉、季節の
贈答用果物、弁当・お惣菜や地元の加工品などを
中心に取り揃えています。また、地元農家さんの
お米も取り揃えています。

砥部町 とべ日曜市 4月〜 3月　毎週日曜日
7：00 〜 13：00

❶とべ日曜市会場　
　（砥部町大南188番地）
❷とべ日曜市代表（青木商店）　
　☎089（962）2147

新鮮な野菜・くだもの・町産品などを販売する朝
市です。

道の駅ひろた
「峡の館」

4月〜 3月
（12/31 〜 1/3休み）
　4月〜 10月
　　8：00 〜 18：00
　11月〜 3月
　　8：00 〜 17：00

❶道の駅ひろた「峡の館」
❷道の駅ひろた「峡の館」
　☎089（969）2070

毎朝、地元農家から直送される新鮮な野菜や町の
特産品を販売します。周辺には、宿泊施設「ひろ
たの森」や砥部焼の絵付・成形体験ができる「農
村工芸体験館」などもあります。

川登市場
4月〜 3月
毎月第2日曜日予定
9：00 〜 14：00

❶砥部陶街道五十三次38番坪内家
　（砥部町川登578）
❷NPO法人とべ・TOBE
　☎089（962）2747

新鮮な野菜の販売や、毎回季節にちなんだ楽しい
体験イベントを開催します。

ななおれ梅組合
直販所

七折梅まつり期間
2月下旬〜 3月上旬
10：00 〜 16：00

❶七折梅園（砥部町七折109番地先）
❷農事組合法人ななおれ梅組合　
　☎089（962）3064

梅干しのほかにも、七折小梅を使った梅ドレッシン
グや梅シロップなどの梅加工品も販売します。

とべ楽市 奇数月の第２日曜日
❶砥部町大南商工会館前歩行者天国
❷砥部町商工会
　☎089（962）2148

砥部焼をはじめとする町内の特産品から町外の特
産品まで幅広く販売。多彩なイベントも行われ会
場を盛り上げています。

内子町 道の駅
内子フレッシュパーク
からり

年末年始を除き
年中無休

❶喜多郡内子町内子2452
❷内子フレッシュパークからり
　☎0893（43）1122
httpｓ://www.karari.jp/

特産物直売所では内子産の新鮮なフルーツ・野
菜・加工品が人気。フルーツを使ったシャーベット
も好評。からり燻製工房で製造しているハム・ソー
セージは、安全・美味しい内子産の豚肉を使って
います。レストランは、内子町産の野菜･果物･ハー
ブなど新鮮素材がベースです。「からりブレット」
は予約しないと手に入らないかも！？

道の駅
小田の郷せせらぎ

年末年始を除き
年中無休

❶喜多郡内子町寺村251-1
　文化交流センタースバル前
❷小田の郷せせらぎ
　☎0892（52）3023
httpｓ://www.odamachi.com/

内子町小田地区特産の原木しいたけやひしおみ
そ、地元の方手作りの草木染め商品や苔玉、オリ
ジナルブランドの�“オダメイド”アイス（全5種）が
人気です。小さなスペースに小田の「味」や「香
り」が詰まっています。中には、他では滅多にお
目にかかれない掘り出し物も！？

およりんか 毎週土曜日
7：00 〜 17：00

❶内子町上田渡11-1�国道379号線沿い
　県道久万中山線交差点付近
❷内子町役場　小田支所
　☎0892（52）3111

野菜、果物、切り花、漬物、手作りお菓子など、
地元特産品を生産者自らが直接販売しています。

特
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市



特産市ガイドBOX 121

市町名 特産市名 開催日 ①会場 ②問い合わせ先 内容

内子町 しあわせの黄色い
ハンカチ

毎週木〜日曜日 
年末年始を除き
年中無休

❶喜多郡内子町五十崎甲1760-1
❷しあわせの黄色いハンカチ
　☎0893（44）5111

安心・安全・新鮮が自慢の野菜や加工品、内子町
の果物を使った手作りアイスなどが並びます。ま
た毎月第2日曜日にはワンコイン市も開催します。
店舗内にはお食事できるお茶処もあります。

大洲市 あらせ市
年中無休

（年末年始を除く）
9：00 〜 18：00

❶大洲市白滝甲1407-2

平成30年2月に移転・リニューアルオープンした、
地元で生産される四季折々のフレッシュな野菜・
果物・加工品などの販売を行っている直売所で
す。

おいで屋
年中無休

（年末年始を除く）
8：30 〜 16：30

❶大洲市長浜町出海・国道378号
❷おいで屋
　☎0893（53）0526

地域の特産物、海産物などが販売されます。

しらたきの里
年中無休

（年始を除く）
9：00 〜 18：00

❶大洲市白滝甲269-2
❷しらたきの里
　☎0893（54）0335

地域の特産物、海産物、川魚、焼きアユなどが
販売されます。

大洲まちの駅
「あさもや」

年中無休
（12/29 〜 31休業）
9：00 〜 18：00

❶大洲市大洲649-1
❷大洲まちの駅「あさもや」
　☎0893（24）7011

城下町大洲の三大和菓子といわれる月窓餅、志ぐ
れ、残月のほか、地元の特産物を取り揃えていま
す。

道の駅
「清流の里ひじかわ」

年中無休
（1/1休業）
8：00 〜 18：00（物産・
野菜売場）

❶大洲市肱川町宇和川3030・国道197号
❷㈱清流の里ひじかわ
　☎0893（34）2700

農産物、特産品の販売施設に加え、県内で初め
て商業施設が一緒になった道の駅。食料品店や飲
食店などが入っていて、町の活性化の拠点となる
ものです。中でも、肱川ラーメンは味が良いとい
うことで特に人気があります。

粟津祇園市 月曜日定休日
8：30 〜 16：00

❶大洲市八多喜町甲194-5
❷祇園市
　☎0893（26）1577

季節の野菜、米、花、苗が販売されます。

たいき産直市
「愛たい菜」

年中無休
（1/1 〜 4休業）
8：30 〜 17：30

❶大洲市東大洲1702-1
❷たいき産直市「愛たい菜」
　☎0893（25）6262

「安心品質」「安心価格」「安心食文化」の３つの安
心をモットーに、地産地消の拠点として、新鮮な旬
の野菜やフルーツ、手作りの加工品など、地元の「食
財」を商品として提供するとともに、豊かな食文化
を伝えていきます。旬の野菜や果物を使用し素材
を生かしたジェラートも人気です。

八幡浜市 保内ふれあい市 毎月第1日曜日
8：30 〜 11：30

❶八幡浜市保内町・市役所保内庁舎前
❷保内町商工会
　☎0894（36）0519

新鮮野菜、鮮魚、加工品など様々な地元の物産
を販売します。

やわたはま八日市 毎月8日
10：00 〜

❶八幡浜市・商店街
❷やわたはま八日市委員会
　☎0894（22）3810

毎月８日に行われる八日市は、大漁旗はためく商
店街に地元特産品はもちろん日用雑貨まで安く手
に入る、活気あふれるイベントです。

駅なか浜っ子産直市
月曜日定休
12/30 〜 1/3休業
9：00 〜 18：00

❶八幡浜市江戸岡　JR八幡浜駅構内
❷駅なか浜っ子産直市
　☎0894（22）5388

地元の新鮮な農作物や加工品の販売、軽食（ちゃ
んぽん等）もできる産直市です。

八幡浜みなっと日曜市
毎月第3日曜日

（一部例外あり）
10：00 〜 14：30

❶道の駅・みなとオアシス「八幡浜みなっと」
❷みなと交流館
　☎0894（21）3710

道の駅・みなとオアシス「八幡浜みなっと」で開
催される日曜市。地元の特産品であるちゃんぽん
やじゃこ天、木工品等が販売されます。

アゴラマルシェ 年中無休
8：30 〜 18：00

❶道の駅・みなとオアシス「八幡浜みなっと」
❷アゴラマルシェ
　☎0120（636）688

みずみずしい柑橘をはじめとした旬の果物や野菜、
特産品、アゴラマルシェオリジナル産品などを販売
しています。

どーや市場
年中無休

（1/1 〜 1/4休業）
8：00 〜 16：00

（売り切れで閉店する場合あり）

❶道の駅・みなとオアシス「八幡浜みなっと」
❷有田鮮魚（どーや市場内）
　☎0894（23）1818

高度衛生管理型の魚市場で水揚げされたばかりの
新鮮で、安心安全な海産物を浜値で販売していま
す。

JA西宇和　特産センター
甘柑日和〜かんかんびよ
り〜

年中無休
（年末年始を除く）
9：00 〜 16：00

❶八幡浜市北浜一丁目1569番地16
❷JA西宇和特産センター
　☎0894（24）7520

主にJA西宇和の生産物を扱う店舗です。季節毎の
柑橘が中心となりますが、ジュース・ゼリー等加工
品も取り扱っています。ギフト用はもとより、ご家庭
用のお求めやすい商品もご用意しています。

みかんの花マルシェ
毎月第4日曜日

（11月は休業）
10：00 〜 14：00

（売り切れで閉店する場合あり）

❶八幡浜農産物加工施設
❷NPO法人みかんの花工房
　☎0894（21）2606

女性農業者が中心となって加工製造に取組んでい
ます。鯛めし、みかん寿司、ジャム・マーマレード等
を販売しています。

特
産
市



えひめイベントBOX122

市町名 特産市名 開催日 ①会場 ②問い合わせ先 内容

伊方町
瀬戸農業公園

12/31・1/1休館
（だんだん）
9：30 〜 17：00

（瀬戸農業公園）
9：30 〜 17：00

❶伊方町・国道197号
❷道の駅・瀬戸農業公園
　☎0894（57）2321

農業活性化センターでは町の特産品を販売。地元
の魚介類がたっぷりと味わえるレストラン風車もあ
ります。常設のふるさと市（だんだん）では、旬
の農産物や加工品が並んでいます。

伊方きらら館
毎日
9：00 〜 17：30
12/31は9：00 〜 15：00
1/1は12：00 〜 17：30

❶伊方町・国道197号
❷道の駅・伊方きらら館
　☎0894（39）0230

伊方町の特産品がズラリと並んでいます。旬の柑
橘をはじめ、柑橘加工品、海産加工品も。魚にエ
サがやれる「ふれあい水槽」やバーチャル水族館
のアクアリウムも人気。外の売店では揚げたての
じゃこカツがおすすめ！

きららメロディー市 毎月第2日曜日
（1月・2月休）

❶道の駅・伊方きらら館
　西宇和郡伊方町九町3番耕地179番地
❷伊方町商工業協同組合
　☎0894（38）1150

特産品販売協議会員が地元の特産品や郷土料理、
手づくり食品（お寿司・まんじゅう等）を販売しま
す。特製の焼きそばが人気です。

佐田岬はなはな
1/1休館
売店 9：00 〜 17：00
レストラン 10：00 〜 16：30
カフェ 9：00 〜 17：00

❶伊方町三崎
❷伊方町観光交流拠点施設　
　佐田岬はなはな
　☎0120-133-004

令和2年5月にリニューアル。四国の最西端から地
域の観光情報などを発信しています。売店では、
町内で生産・収穫した海の幸、山の幸を販売。ま
た、レストランでは新鮮なしらすをはじめ、魚介
を使った海鮮丼などが楽しめます。

佐田岬メロディー市 毎月第2日曜日
（1月・2月・11月休）

❶佐田岬はなはな
❷伊方町商工会三崎支所
　☎0894（54）0128

弁当、コロッケ、ドーナツ、手作りコンニャク、清
見ゼリー、蒸しパン等販売します。

交流物産館
（亀ヶ池温泉） 亀ヶ池温泉開館日

❶亀ヶ池温泉
❷亀ヶ池温泉
　☎0894（39）1160

採れたての新鮮野菜など安心安全な地域農産物
の直売や、町内の達人が制作した手工芸品・農産
物加工品の販売を行っています。

西予市 道の駅どんぶり館 定休日：1/1・２
8：00 〜 18：00

❶宇和町稲生118
　西予宇和IC下りてすぐ
❷株式会社どんぶり館
　☎0894（62）5778
https://www.donburikan.com/

西予市の豊かな自然で育まれた野菜・果物や宇和
海の新鮮な魚介類がそろう青空市は必見です！そ
の他、お土産盛沢山の特産品、地元の旬が味わ
えるレストラン・アイスコーナー。おすすめはど
んぶり館だけに丼物です！

「ほわいとファーム」
定休日：毎週木曜日、年末
年始
9：00 〜 17：00

❶野村町野村16-383-1野村ダム付近
❷ほわいとファーム
　☎0894（72）3351

野村の特産品である牛乳を使ってアイスクリーム
やチーズを製造。また、無添加にこだわったケー
キや菓子類も製造・販売しています。現在は、売
店とドックランが営業中。レストランは休止中です。

道の駅「きなはい屋しろ
かわ」 

年中無休（1/1休業）
9：00 〜 18：00

❶城川町下相・国道197号線沿い
　西予市城川支所付近
❷道の駅「きなはい屋しろかわ」
　☎0894（82）1100
https://www.shirokawa.jp/

ドイツ人マイスター直伝の製法と愛媛県産の主
原料にこだわった「ハム・ソーセージ」や地元特
産である「栗」や「柚子」を使ったオリジナルス
イーツが特に人気です。「豚ベーコン丼」「スープ
カレー」を筆頭に他では味わえないオリジナルメ
ニューもおススメです。

みかめ海の駅「潮彩館」

定休日：毎週水曜日（水曜
祝日の場合翌日）、年末年
始
  4月〜 9月　9：00 〜 18：30
10月〜 3月　9：00 〜 18：00

❶三瓶町朝立1-438-287・
　国道378号線沿いみかめ本館付近
❷みかめ海の駅「潮彩館」
　☎0894（33）3001

直販所では野菜や鮮魚など地元で採れた新鮮な商
品が並びます。搾汁施設では三瓶町特産の無添
加柑橘ジュースの搾汁、試飲、販売、一部の製
造過程も見学することができます。搾りたての無
添加フレッシュジュースをぜひ、ご賞味ください。

みかめびんびん市 毎月第3日曜日

❶三瓶町朝立1-438-287・
　国道378号線沿いみかめ本館付近
　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・まんじゅう・豆腐などなど、
盛りだくさんに販売されます。

野村の「軽トラ市」
奇数月の第3土曜日

（都合により変更になる場
合があります）

❶野村町野村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。

宇和島市
JAえひめ南
特産品センター
みなみくん

8：30 〜 18：00
定休日1/1

❶宇和島市弁天町1丁目318-16
❷JAえひめ南特産品センターみなみくん
　（道の駅きさいや広場内）
　☎0895（25）6825

みかん、伊予柑、ひがしやま、じゃこ天、かまぼこ、
一夜干しなど。海の幸、山の幸ともにふんだんな
ふる里から直接販売します。

きなはいや三万石

年中無休
9：00 〜 18：00（4 〜 10月）
9：00 〜 17：30（11 〜 3月）

（正月3日間を除く）
12/31のみ9：00 〜 12：00

❶吉田観光物産センター
❷㈲南四国ファーム
　☎0895（52）1990

新鮮な野菜や果物、惣菜を販売します。

特
産
市



特産市ガイドBOX 123

市町名 特産市名 開催日 ①会場 ②問い合わせ先 内容

宇和島市 吉田きなはいや直販所
年中無休

（正月3日間を除く）
8：30 〜 16：00
12/31のみ8：30 〜 12：00

❶きなはいや直販所南四国ファーム
❷㈲南四国ファーム
　☎0895（52）1767

1年を通して柑橘類を販売。野菜・花・漬物等の
農産加工品、釣り鰺、太刀魚、イカ、鰹、ヨコ等
新鮮な魚、手作りジャコ天、吉田コロッケの販売
を行っています。

道の駅みま

9：00 〜 18：00（無休）
お食事処　おだいし庵　テ
イクアウト ボーノ
　9：00 〜 17：00
　（第1火曜日定休日）
安岡蒲鉾　道の駅店
　9：00 〜 17：00
畦地梅太郎記念美術館・
井関邦三郎記念館
　9：00 〜 17：00
　（毎週火曜日定休日、1/1）

❶道の駅みま
❷宇和島市三間町務田180-1
　☎0895（58）1122
公式ホームページ
http://www.michinoekimima.jp/
公式ブログ
http://michinoekimima.blog.fc2.com/
https://www.facebook.com/道の駅みま
-229139370557905/

三間産の自然の恵み三間米、新鮮野菜、加工品を
直送販売。地域の特産品が販売されます。
他に、畦地梅太郎記念美術館、井関邦三郎記念館、
レストランなどの施設を併設しています。

みまの清良市 毎月第2日曜日
9：00 〜 12：00

❶道の駅みま
❷宇和島市三間町務田180-1
　吉田三間商工会ー三間
　☎0895（58）2256

三間町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。

かも田の市
毎週月曜〜土曜日
8：00 〜 17：00

（祝祭日も開催）
年末年始休み

❶津島町畑地（ＪＡえひめ南畑地支所向かい）
❷三森　計典
　☎0895（32）5860

手作りの「唐饅」をはじめ、畑地地区で採れた米・
新鮮野菜・弁当や天ぷらの販売をしています。

てんやわんや市
常設市
8：00 〜 18：00
年中無休

❶やすらぎの里特産品売り場
　津島町高田甲830-1
❷やすらぎの里特産品売り場
　☎0895（20）8787

津島やすらぎの里に併設している特産品売場では
地域の農家を始め様々な出荷者が、精魂込めて
作った商品を販売。野菜から海産物、手作り品な
ど盛りだくさんの直売所です。

鬼北町 道の駅
「広見森の三角ぼうし」

通年
（毎週月曜日・年始休業）
（8月無休）
8：00 〜 18：00

❶鬼北町永野市138番地6
　（国道320号）
❷㈱広見森の三角ぼうし
　☎0895（45）3751
https://www.sankaku-boushi.com/

採れたての新鮮野菜はいかがですか？豊かな森と
大地と清流が育んだ、元気いっぱいの野菜をぜひ
ご賞味ください！

道の駅
「日吉夢産地」

通年（年始休業）
8：00 〜 18：00

❶鬼北町下鍵山54番地（国道197号）
❷㈱日吉夢産地
　☎0895（44）2340
https://www.hiyoshiyumesanchi.com/

鬼北町や四万十川流域の特産品が販売されてい
て、中でも夢産地特製手作りパンやバウムクーヘ
ンが人気。収穫したての新鮮野菜もどうぞ！四季
折々に楽しいイベントも行われています。

松野町 道の駅虹の森公園まつの
「かごもり市場」

毎週水曜日
（祝祭日、GW、夏休み等
の長期休暇は除く）以外
7：30 〜 17：00（かごも
り市場）

❶虹の森公園まつのかごもり市場
❷虹の森公園まつのかごもり市場
　☎0895（20）5006

地元農家の新鮮野菜や農産物を使った加工品など
が並びます。同じ敷地内には吹きガラスの体験が
出来る「ガラス工房風音」や四万十川の生き物を
集めた「おさかな館」など楽しい施設がたくさん。
ご家族で1日楽しめます。

てまひままつの軽トラ市
偶数月第4日曜日

（都合により変更になる場合
があります）
9：00 〜 12：00

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。新鮮野菜や地元ジビエ料理、
スイーツ、宇和海鮮魚、雑貨など様々な商品が並
びます。

愛南町 物産販売所
「フレッシュ一本松」

8：00 〜 17：30
（1/1 〜 3休業）

❶愛南町増田5470番地
　一本松温泉あけぼの荘横
❷一本松ふるさと振興株式会社
　☎0895（84）3555

地元で生産される新鮮な野菜、果物、鮮魚など各
種農林水産物や加工品の販売を行っています。

道の駅
みしょうＭＩＣ

年中無休
7：00 〜 19：00

❶愛南町御荘平城4296-1
　国道56号沿い
❷道の駅みしょうＭＩＣ
　☎0895（72）1115

新鮮な海産物・柑橘類が並んでおり、売り場の一
角には道路・観光・イベントの情報コーナーを設
置しています。

緑新鮮市 8：30 〜 18：00
（1/1 〜 3休業）

❶愛南町緑乙712（広域農道交差点）
❷緑新鮮市
　☎0895（72）5988

地元でとれた新鮮な野菜・果樹・鮮魚等の直売所
です。

特
産
市



えひめイベントBOX124

●有　　○条件付きで有　　−無

市町名 施設名 営業時間 休日 料金 ①住所 ②問い合わせ先 露
天

貸
切

休
憩

食
事

駐
車
場

四国中央市
霧の森交湯〜館

温浴施設
10：00～ 21：00
（札止め20：30）
研修施設
8：30～ 21：00

毎週月曜日
（祝日と重なる日は
その翌平日）

【大人】400円
【小学生】300円
【65歳以上】300円

❶四国中央市新宮町馬立4491-1
❷霧の森交湯～館
　☎0896（72）2611

● − ● ● ●

新居浜市 別子温泉
〜天空の湯〜

（マイントピア別子）

10：00～ 22：00
（札止め21：00）
（岩盤浴は20：30
札止め）

年中無休
（施設点検のため2月
に休館あり）

【大人（高校生以上）】500円
【小人（小中学生）】300円
【幼児（３歳以上）】200円
【65歳以上又は各種障がい者
手帳をお持ちの方】400円
※回数券販売、団体割引等あり
【岩盤浴】450円

❶新居浜市立川町707-3
❷マイントピア別子
　☎0897（43）1801

● − ● ● ●

新居浜温泉パナス

大浴場「パナス」
6：00～ 24：00
（札止め23：00）
家族温泉「カジャ」
24時間営業

年中無休

【大人】600円
【小人（３歳～小学生）】200円
【家族温泉】
　「カジャ」はご利用時間
　1時間（大人4名まで）
　2,800円～ 3,100円

❶新居浜市篠場町11-60
❷大浴場［パナス］
　☎0897（31）8000
　家族温泉［カジャ］
　☎0897（31）8100

● ● ● ● ●

西条市
本谷温泉館 10：00～ 22：00

（札止め21：30） 年中無休

【大人（中学生以上）】� 500円
【小人（3歳以上小学生以下）】�250円
【�65歳以上又は身体障がい者
手帳をお持ちの方】� 400円

【�身体障がい者手帳をお持ちの
お子さま】� 150円

【3歳未満】� 無料

❶西条市河之内甲494番地
❷本谷温泉館
　☎0898（66）0372

● ○ ● − ●

休暇村
瀬戸内東予

日帰り入浴
11：00～ 15：00
（受付は14：00まで）

年中無休
（施設点検のため臨時
休館の場合あり）

【大人】� 500円
【小人（4歳以上小学生以下）】� 300円
【4歳未満】� 無料

❶西条市河原津乙7-179
❷休暇村�瀬戸内東予
　☎0898（48）0311

● − ● ● ●

椿交流館
（椿温泉こまつ）

10：00～ 22：00
（札止め21：30）

毎週水曜日
（祝祭日を除く）

【大人（中学生以上）】� 500円
【小人（3歳以上小学生以下）】�250円
【�65歳以上又は身体障がい者
手帳をお持ちの方】� 400円

【�身体障がい者手帳をお持ちの
お子さま】� 150円

【3歳未満】� 無料

❶西条市小松町新屋敷乙
　22番地29
❷西条市椿交流館
　☎0898（76）3511

● − ● ● ●

今治市
クアハウス今治 10：00～ 21：30

火曜日（火曜日が祝
日の場合は開館）
年末年始（詳しくはお
問い合わせください）
館内点検のため5月と
11月に休館あり

【大人（高校生以上）】730円
【小人（小・中学生）】420円
【幼児（3歳以上）】260円
【65歳以上】520円
※�心身障がい者は上記金額
の半額（手帳提示）

❶今治市湯ノ浦36
❷☎0898（47）0606 ● − ● ● ●

鈍川
せせらぎ交流館

10：30～ 21：00
（札止め20：30）
軽食コーナー
11：00～ 14：30

第2・第4月曜日
（祝日の場合、翌日
以降間近の平日）
12/31・元日

【大人（中学生以上）】420円
【小人（3歳以上小学生以下）】210円
【高齢者（65歳以上）】340円
【障がい者】210円
（令和3年4月1日から心身
障がい者は上記金額の半額
（手帳提示））

❶今治市玉川町鈍川甲218-1
❷☎0898（55）4477 ● − ● ● ●

マーレ・グラッシア
大三島

10：00～ 20：00
（札止め19：30）

水曜日
2月第1火・水・木
曜日

【大人（中学生以上）】�520円
【小人（3歳以上小学生以下）】�260円
【高齢者（65歳以上）】� 420円
【障がい者】260円

❶今治市大三島町宮浦5902
❷☎0897（82）0100 ● − ● ● ●

三島の湯（多々羅
しまなみドーム内）

10：00～ 21：00
（札止め20：30）

火曜日（火曜日が
祝日の場合は、翌
日以降間近の平日）
1/1

【大人】420円
【小人（3歳以上中学生以下）】210円
【高齢者（65歳以上）】340円

❶今治市上浦町井口7074-20
❷☎0897（87）2114
※�プールと温泉を併用して使用す
る場合は料金が異なりますので、
お問い合わせください。

● − ● − ●

上島町
上島町
海水温浴施設

「潮湯（しおのゆ）」

10：00～ 19：00
（浴場退場)
19：30（閉館)
最終受付18：00

毎週月曜日

【大人】�520円
【身体障がい者手帳をお持ちの方】
320円
【満65歳以上】320円
【中学生～大学生】370円
【3歳～小学生】320円
【2歳以下】無料
※回数券販売あり

❶越智郡上島町弓削
　上弓削1907番地1
❷海水温浴施設「潮湯」
　☎0897（74）0808
　FAX0897（74）0818

● − ● − ●

インランド・シー・
リゾート・フェスパ

12：00～ 18：00
最終受付17：30

月に1回程度休館日
有り

【大人】�630円
【65歳以上】520円
【子ども】420円

❶越智郡上島町弓削
　日比287番地
❷�インランド・シー・リゾート・
フェスパ

　☎0897（77）2200
　FAX0897（77）2325

● − ● ● ●

湯
あ
が
り



湯あがりガイドBOX 125

●有　　○条件付きで有　　−無

市町名 施設名 営業時間 休日 料金 ①住所 ②問い合わせ先 露
天

貸
切

休
憩

食
事

駐
車
場

上島町 菰隠（こもがくし）
温泉
大浴場「幸喜の湯」

17：00～ 22：00
（最終受付21：00） 水曜日

【大人】990円
【中学生以上】660円
【5歳～小学生】幼児無料
※�食事を希望する場合は、事
前予約が必要

※個室休憩室は、有料要予約

❶越智郡上島町岩城2559
❷菰隠温泉　ホテル三洋倶楽部
　☎0897（75）3250
　FAX0897（75）3253

− − ● ● ●

菰隠（こもがくし）
温泉
別棟「喜悦の湯」

①10時～
②11時～
③12時～
④13時～

水曜日

【1枠45分】3,850円
事前予約が必要
�※�食事を希望する場合は、事
前予約が必要

※�個室休憩室は、有料要予約

❶越智郡上島町岩城2559
❷菰隠温泉　ホテル三洋倶楽部
　☎0897（75）3250
　FAX0897（75）3253

● ● ● ● ●

松山市

道後温泉本館

神の湯階下
※�7月15日から霊の
湯での営業となり
ます。

6：00～ 23：00
（札止め22：30）
※�霊の湯3階個室、
霊の湯2階休憩室、
神の湯2階休憩室
は、保存修理工事
開始に伴い休止

無休
（12月に1日臨時休
館あり）

【大人】420円
【小人】160円

❶松山市道後湯之町5-6
❷道後温泉事務所
　☎089（921）5141

− − − − ●

道後温泉椿の湯 6：30～ 23：00
（札止め22：30）

無休
（12月に1日臨時休
館あり）

【大人】400円
【小人】150円

❶松山市道後湯之町19-22
❷椿の湯
　☎089（935）6586

− − − − ●

道後温泉別館
飛
あ す か

鳥乃
の

湯
ゆ
泉

1階浴室
6：00～ 23：00
（札止め22：30）
※コースにより異
なる

無休
（12月に1日臨時休
館あり）

【大人】610円
【小人】300円
※コースにより異なる

❶松山市道後湯之町19-22
❷飛鳥乃湯泉
　☎089（932）1126

● ○ ○ − ●

東温市 東温市ふるさと交
流館

「さくらの湯」
6：00～ 23：00
（家族風呂10：00～） 毎月第4水曜日

【大人（中学生以上）】500円
【65歳以上・障がい者】400円
【子ども（4歳以上）】350円
【家族風呂（1部屋5名まで）】
1時間2,500円
（延長30分ごとに1,250円加算）

❶東温市北方甲2081-1
❷東温市ふるさと交流館
　「さくらの湯」
　☎089（960）6511

● ● ● ● ●

見奈良天然温泉
利楽

5：00～ 25：00
（9：00 ～ 10：00は
点検のため入浴不可）

無休

【大人（中学生以上）】980円
【65歳以上】780円
【子ども（4歳以上）】480円
【家族風呂（全室4名料金）】
3,700円～

（タイプにより異なる）

❶東温市見奈良1110
❷見奈良天然温泉利楽
　☎089（955）1126

● ● ● ● ●

久万高原町 国民宿舎古岩屋荘 12：00～ 20：00
（受付は19：30まで）

1月～2月の水曜日
（配管清掃のため休
業有り）

【大人】450円
【小学生】250円
【幼児（3歳以上）】150円

❶�上浮穴郡久万高原町直瀬乙1636番地
❷国民宿舎古岩屋荘
　☎0892（41）0431�
　https://www.furuiwaya.com/

− − ○ ● ●

ふもと友愛館 13：00～ 19：00
【3月～12月】
月、火、水、木、金
【1月～ 2月】
月、火、水、木、金、土

【大人】450円
【小学生】250円
【幼児（小学生未満）】無料

❶�上浮穴郡久万高原町直瀬甲518番地2
❷ふもと友愛館
　☎0892（31）0250

− − ○ − ●

伊予市 天然の湯
いよ温泉

9：00～ 23：00
（札止め22：30）

なし
（施設点検等の臨時
休館日を除く）

【大人】500円
【小人】250円

❶伊予市灘町16-14
❷天然の湯いよ温泉
　☎089（982）3018

− − − ● ●

ウェルピア伊予
伊豫の湯

11：00～ 23：00
（札止め22：30）

なし
（施設点検等の臨時
休館日を除く）

【大人（中学生以上）】500円
【3歳～小学生】300円

❶伊予市上三谷1761-1
❷ウェルピア伊予
　☎089（983）4500

− − − ● ●

花の森ホテル
花の湯

7：00 〜 22：00
（札止め21：00）

なし
（施設点検等の臨時
休館日を除く）

【大人】530円
【小学生以下】270円
【65歳以上】510円
（身分証明必要）
※毎月第3水曜日一律270円

❶伊予市中山町中山11号405番地２
❷花の森ホテル
　☎089（967）1666

− − ● ● ●

砥部町
とべ温泉 
湯砥里館

（ゆとりかん）

10：00～ 22：00
（札止め21：30）
軽食コーナーは
11：00～ 21：00

毎月1日（1月のみ4
日）・20日
（土・日・祝日の場
合はその翌日）

【大人（中学生以上）】500円
【小人（小学生以下）】350円
6歳未満は無料
【高齢者（65歳以上）】400円

❶伊予郡砥部町宮内1902-3
❷とべ温泉湯砥里館
　☎089（962）7200

− − ● ● ●

内子町 オーベルジュ内子 11：00～ 20：30
（札止め20：00） 毎週木曜日 【大人】1,000円

【小人（3歳～12歳）】500円

❶喜多郡内子町五十崎乙485-2
　オーベルジュ内子
　☎0893（44）6565

● − ● − ●

湯
あ
が
り



えひめイベントBOX126

●有　　○条件付きで有　　−無

市町名 施設名 営業時間 休日 料金 ①住所 ②問い合わせ先 露
天

貸
切

休
憩

食
事

駐
車
場

大洲市 小薮温泉 日帰り入浴
10：00～ 19：00

第2、第4火曜日
（祝日を除く）

【大人（中学生以上）】500円
【3歳～小学生】250円

❶大洲市肱川町宇和川1433
❷小薮温泉
　☎0893（34）2007
　FAX0893（34）2867

− − ● ○ ●

少彦名温泉
大洲臥龍の湯

9：30～ 22：00
（札止め21：00）

第3月曜日
（月曜日が祝祭日の
場合翌日）

【大人（中学生以上）】560円
【子ども（3歳以上）】200円
【岩盤浴】920円
【家族風呂】3,060円

❶大洲市柚木388-1
❷☎0893（59）1112
　フリーダイヤル0120（026）614
　FAX0893（59）1113
　メール：garyunoyu@shirt.ocn.ne.jp

● ○ ● − ●

大洲市
交流促進センター

「鹿野川荘」

日帰り入浴
11：00～ 21：00
（札止め20：00）
※ただし露天風呂の入
浴については日替制
（奇数日：男性、偶
数日：女性）

年中無休 【大人（中学生以上）】550円
【4歳以上小学生以下】250円

❶大洲市肱川町宇和川588-1
❷大洲市交流促進センター鹿野川荘
　☎0893（34）2000
　FAX0893（34）2867

○ − ● ● ●

八幡浜市 八幡浜黒湯温泉
『みなと湯』

9：00～ 23：00
（札止め22：30）

なし
（年中無休）

【一般大人】600円
【65歳以上】550円
【３歳～小学校６年生まで】200円
【幼児（２歳以下）】無料

❶八幡浜市北浜１丁目７番３９号
❷八幡浜興産㈱
　☎0894（24）0112

● − ● − ●

伊方町
伊方町
健康交流施設
亀ヶ池温泉

10：00～ 21：00
毎月第４木曜日
（同日が祝祭日の場
合は翌日）
12月は第3木曜日

【会員（大人）】550円
【一般（大人）】650円
【こども】300円
【3歳未満】無料

❶西宇和郡伊方町二見
　甲1289番地
❷☎0894（39）1160

● ● ● ● ●

西予市
クアテルメ宝泉坊

（西予市健康保養館）

温泉浴場
10：00～ 22：00
（札止め21：00）
プール
10：00～ 21：00
（札止め20：00）　
年末年始は変更有

毎週火曜日

（温泉）
　【大人】600円
　【小人】400円
　【65歳以上・障がい者】500円
（温泉＋プール）
　【大人】1,500円
　【３歳～小学生】800円
　【65歳以上・障がい者】1,200円

❶西予市城川町高野子46番地
❷クアテルメ宝泉坊
　☎0894（83）0200

● ● ● ● ●

あけはまーれ
（明浜観光交流拠点
施設）

12：00～ 22：00
（札止め21：30）
年末年始は変更有

毎週水曜日
【一般】（中学生以上）550円
【小学生】330円
【障がい者・高齢者】440円
【幼児】無料

❶西予市明浜町高山甲461-1
❷☎0894（64）1616 − − ● ● ●

游の里温泉
（ユートピア宇和）

10：00～ 20：00
（札止め19：30）
年末年始は変更有り

毎月第4月曜日
【大人（高校生以上）】500円
【小人】250円
【65歳以上・障がい者】400円
【4歳以下】無料

❶西予市宇和町明間6125
❷☎0894（67）0077 − − ● ● ●

宇和島市 祓川温泉 10：00～ 20：30
（札止め19：30）

毎月1日・20日
12/31～ 1/1

【大人】400円
【小学生以下】100円
【市内65歳以上】300円

❶宇和島市津島町
　槇川203番地1
❷☎0895（36）0333

− ● ● − ●

鬼北町 成川渓谷高月温泉 11：00～ 21：00
（最終受付20：30）

第2・4火曜日
（8月無休）

【大人】410円
【小人】260円

❶北宇和郡鬼北町奈良
❷成川渓谷高月温泉
　☎0895（45）2516

− − ● ● ●

松野町 森の国ぽっぽ温泉 10：00 ～ 22：00
（札止め21：30）

毎月第２月曜日、
８月は第１月曜日

【大　人】520円
【高齢者】420円
【中学生】320円
【小学生】160円

❶北宇和郡松野町
　大字松丸1661-13
❷森の国ぽっぽ温泉
　☎0895（20）5526

● ● ● ○ ●

愛南町 ゆらり内海 11：00～ 22：00
（札止め21：30）

毎週水曜日及び1月
１日
※メンテナンス等によ
り臨時休業する場合が
あります。

【大人】500円
【小中学生】300円
【65歳以上】400円
【障がい者手帳をお持ちの方】300円
【小学生未満】無料

❶南宇和郡愛南町須ノ川286
❷☎0895（85）1155 − − ● ● ●

山出憩いの里温泉 10：00～ 21：00
（札止め20：30）

毎週水曜日
（祝日の場合は営業）

【大人】440円
【65歳以上】280円
【80歳以上】220円
【中学生】220円
【小学生】170円
【小学生未満】無料�
【家族風呂】1,800円
【障がい者手帳をお持ちの方】220円

❶南宇和郡愛南町
　緑乙4082番地１
❷☎0895（72）6263

− ● ● ● ●

一本松温泉
あけぼの荘

11：00～ 21：00
（札止め20：30） 年中無休

【大人】510円
【中学生】360円
【65歳以上】360円
【小学生】300円
【小学生未満】無料
【家族風呂】2,050円
【障がい者手帳をお持ちの方】300円

❶南宇和郡愛南町
　増田5470番地
❷☎0895（84）3260

− ○ ● ● ●
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佐川印刷株式会社
本誌は、（公財）愛媛県市町振興協会から委託を受けて発行しています。

印　　刷

○ 本誌に記載のイベント情報は、令和 3 年3月31日現在で
確認のうえ、まとめたものです。

○ イベントの内容について詳しくお知りになりたい方は、
各イベントの問合せ先にお願いいたします。

（公財）えひめ地域政策研究センター

TEL 089-926-2200
FAX 089-926-2205

〒790-0065
愛媛県松山市宮西 1 丁目 5-19

愛媛県商工会連合会館 3 階

編集発行

令和 3 年 4 月
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この印刷製品は、環境に配慮した
資材と工場で製造されています。

Shikoku Ehime

S08-0095

（公財） えひめ地域政策研究センター
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