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２　事業概要 （平成29年3月2日現在）

期　　　日

会　　　場

通年※休館日（月（毎月第1月曜日
は開館、翌日が休館））

愛媛県美術館

通年

松山市総合コミュニティセンター
『コスモシアター』

通年

松山市考古館　常設展示室

年間を通じ定期開催

松山市立中央、三津浜、北条図書館

２月２８日(火)～平成３０年２月１
８日(日)※休館日(月)(休日の場合
は開館)

坂の上の雲ミュージアム

４月１日（土）・２日（日）

『ひめぶん』（えひめ文化健康セン
ター）

４月１日（土）～４日（火）

松山城山公園周辺

４月上旬

松山市総合福祉センター

４月８日（土）～５月７日（日）

愛媛県美術館

会
場
地

〔１〕文化プログラム

　多くの県民が文化・芸術活動を通じて愛顔（えがお）つなぐえひめ国体・えひめ大会に参加する
ことで開催気運を盛り上げ、県民総参加の大会をめざすとともに、豊かな自然あふれる風土と古来
遍路文化により培われた「お接待の心」を大切にし、愛媛県民がこれまで育んできた独自の文化や
芸術等を来県者等とのふれあいを通じて伝え、「えひめの魅力」を全国に向け発信するため、愛顔
（えがお）つなぐえひめ国体・えひめ大会文化プログラムを実施する。

桜の咲き誇る松山城やその周辺地区を中心に
「大名武者行列」「野球拳全国大会」「伊予節
全国大会」など、華やかな催し物が繰り広げら
れ、多くの市民や観光客で賑わいます。

事　　業　　名 事　業　内　容

愛媛県美術館　所蔵品展
江戸時代以降の郷土ゆかりの作家を中心に、海
外作品や日本美術史上重要な作家の作品展示し
ます。

コスモシアター　プラネタリウ
ム番組

幼児向けのプラネタリウム番組から大人の方で
も楽しめる番組や生解説で楽しんでいただく
「今夜の星空」があります。（各番組30分程
度）

松山市考古館（常設展）
展示品は松山平野で出土した旧石器時代（約2
万年前）～平安時代（12世紀）の土器・木器・
金属器・瓦など、約500点です。

おはなし会
どなたも無料で利用できる施設、図書館では、
様々な”おはなし会”に参加できます。開催日
程はお問い合わせください。

第１１回企画展テーマ展示「好
古・真之・子規―明治２０年代
初頭」（仮称）

明治20年代初頭の秋山好古・真之、正岡子規の
動向を取り上げながら、その後の彼らの人生を
展望します。

えひめを元気にするカルチャー
『ひめぶん文化祭』

無料体験教室、ダンスや音楽の舞台発表、絵
画・郷土工芸品の展示、焼きたてパン直売など
お楽しみ満載で開催します。

松山春まつり（お城まつり）

松
山
市

（仮称）パステルアート作品展
自閉症や発達障害の理解を深めるため、シンボ
ルカラーのブルーのパステルで描いたアートの
作品展とライトアップを開催します。

名嘉睦稔展　風の伝言(イアイ)
を彫る

自然の尊さを躍動感あふれる彫りと色鮮やかな
裏彩色で表現する沖縄出身の木版画家・名嘉睦
稔の作品を紹介します。



期　　　日

会　　　場

会
場
地

事　　業　　名 事　業　内　容

４月２２日（土）～６月５日（月）

愛媛県美術館

４月２２日（土）～３０日（日）

松山市庚申庵史跡庭園

４月下旬～５月下旬（予定）

松山市立子規記念博物館

４月下旬～７月上旬（予定）※休館
日（月、祝）

松山市考古館　特別展示室

５月１日（月）～７月３１日（月）
（予定）

募集にあわせ、松山市ほか、東予・
南予へ巡回予定

５月３日（水・祝）

松山市庚申庵史跡庭園

５月上旬

松山市総合福祉センター

５月１０日（水）

松山城二之丸史跡庭園

５月１３日（土）・１４日（日）

松山城二之丸史跡庭園

５月１３日（土）・１４日（日）

松山城二之丸史跡庭園

５月２７日（土）～７月２日（日）

愛媛県生涯学習センター内 愛媛人
物博物館３階企画展示室

６月１日（木）～１１月３０日
（木）（予定）

なし

６月～３月

愛媛県美術館（予定）

第１６回えひめスポーツ俳句大
賞

スポーツをテーマにした俳句及び俳句と写真を
併せた作品を広く募り、顕彰しています。ふ
るってご応募ください。

愛顔（えがお）つなぐフォト
（絵画）コンテスト（仮称）

愛顔（えがお）つなぐえひめ国体・えひめ大会
での選手や応援者、ボランティアさんなどの写
真をご応募ください。入賞作品を美術館にて展
示します。

若冲、琳派、かざりと雅　京
都・細見美術館名品展

京都・細見美術館のコレクションから、若冲、
琳派をはじめ、仏教美術、茶の湯の美、蒔絵・
七宝などの工芸品、古代から近世に至る絵画な
どの日本美術の名品を紹介します。

庚申庵 ふじまつり
庚申庵にある樹齢二百年のノダ藤の見頃にあわ
せ、子供体験イベント、お茶会等を開催。季節
の和菓子とお茶のセットを販売します。

第６３回特別企画展

春の生活文化部展示会
松山城二之丸史跡庭園の多聞櫓で、盆栽・さつ
き・洋らんの展示会を開催します。

伊予の木工芸～出土木製品から
見る木工の過去と現在～

県内で出土した木製品を展示して木工技術の
ルーツを探るとともに、伝統工芸を紹介しま
す。愛媛県の木工芸の過去と未来に想いを馳せ
ませんか。

ふれあいフェスティバル開催事
業

子ども向け催し物や各種あそびコーナー等、子
どもの日にちなんだ楽しいイベントで家族間あ
るいは世代間交流を図るため開催します。

第２６回二之丸薪能
旧幕藩時代から、城下の人々に親しまれてきた
能楽を、ゆかりある松山城二之丸庭園で開催し
ます。

二之丸大茶会
風薫る時節に、市内各流派による、抹茶・煎茶
のお手前を披露する茶会を開催します。

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

発掘へんろ展「四国の埴輪」
（仮）

四国の埋蔵文化財センター5団体が合同で開催
する、出土遺物の巡回展。今年度は、古墳にま
つわる四国出土の家形埴輪など、約50点の埴輪
を一堂にみることができます。

愛顔（えがお）感動ものがたり
（作品募集・受賞作品巡回展）

「愛顔（えがお）あふれる感動のエピソード」
「愛顔（えがお）の写真」を募集し選定、1月
～2月に表彰式イベントを開催予定です。みな
さまのご応募お待ちしております。

庚申庵 開園記念イベント
5月3日の開園日に記念イベントを開催。箏のコ
ンサート、お茶会、庚申庵よもやまばなし等を
実施します。

松
山
市



期　　　日

会　　　場

会
場
地

事　　業　　名 事　業　内　容

６月８日（木）～７月２３日（日）

愛媛県美術館

①古代蓮 開花時期　６月中旬～８
月上旬②写真展　通年※休館日
（月、祝）

①古代蓮 考古館玄関前 ②写真展
考古館ロビー

６月中旬（地方大会）、８月下旬
（全国大会）

大街道商店街・松山市総合コミュニ
ティセンター

７月１２日（水）～１７日（月・
祝）

愛媛県美術館　新館２階

７月１５日（土）～８月３１日
（木）

愛媛県生涯学習センター内 愛媛人
物博物館３階企画展示室

７月１６日（日）・１７日（月・
祝）

松山市総合コミュニティセンター
『キャメリアホール』

７月中旬～１０月下旬（予定）※休
館日（月、祝）

松山市考古館特別展示室・ロビー

７月２０日（木）・２１日（金）

愛媛県生涯学習センター

７月２６日(水)～９月４日(月)

愛媛県美術館

７月下旬

権利擁護市民セミナー

７月下旬から８月上旬

未定

７月（未定）

未定

８月上旬

三津ふ頭

松山港まつり三津浜花火大会

中四国最大級の花火大会。海面いっぱいに広が
る8号玉、台船を使った海上からの打ち上げ花
火、新作スターマイン、水中花火など多数の花
火が打ち上げられる。また、開花直径420ｍに
もなる超特大15号玉のダイナミックな花火が三
津の夜空を彩ります。

カブトムシツインドーム

子どもたちが自然をより身近に感じられるよう
に、カブトムシやチョウの姿を観察することの
できる昆虫ハウス「カブトムシツインドーム」
を開設します。

夏季子規塾

大連古代蓮の育成と写真展
中国大連市から出土した約1,000年前の種子を
発芽させた蓮の種が松山市に贈呈され、毎年美
しく趣のあるピンクの花を咲かせています。

子規・漱石生誕１５０年記念
第２０回俳句甲子園

高校生による俳句の全国大会。5人1チームで俳
句を作る力と鑑賞する力を競います。

第４０回記念愛媛女流書家連盟
展

君は風いしづちを駆け瀬戸に舞え―えひめ国体
によせて　をテーマとし、漢字・かな・近代
詩・前衛書などの会員の書作品を展示します。

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。

愛媛の探検家・冒険家たち～未
知への挑戦と開拓～（仮）

愛媛県出身の世界に名を遺した著名な冒険家・
探検家について、未知への挑戦と開拓に果敢に
挑んだ彼らの業績と生涯を紹介します。

第２４回市民ミュージカル（演
目未定）

一般公募により出演者・スタッフを募り、みん
なが一体となって制作する市民手作りのミュー
ジカル作品です。

「古代いよ発掘まつり」掘った
ぞな松山２０１７

松山市内で平成28年度に発掘された遺跡や刊行
された報告書の成果について、出土品と共に解
説パネル等を使い、わかりやすく古代の松山の
暮らしを見ていただきます。

「古事記」―國産み―
日本最古の物語りである古事記の世界を和太
鼓・篠笛・能・バレエダンスの身体表現を駆使
し、再現します。

近代日本画の精華　培広庵コレ
クション展

ウェールズ美術館所蔵　ター
ナーからモネへ

ウェールズ国立美術館が誇るコレクションか
ら、近現代の英仏で活躍した巨匠たちによる作
品70点余りを展観。美術史の中でもとりわけ変
化に富む19世紀初頭から20世紀初頭のヨーロッ
パ絵画の豊かな流れをご高覧ください。

「美人画」を中心に形成された培広庵コレク
ション。東の鏑木清方、西の上村松園をはじ
め、画家がそれぞれに追い求めた「美しさ」
を、明治から昭和初期にかけて描かれた女性の
姿を通してご紹介します。

権利擁護市民セミナー

市民を対象に誰もが住み慣れた地域で安心して
暮らしていくために知っておくべき権利擁護に
関する制度等についてのセミナーを開催しま
す。

松
山
市



期　　　日

会　　　場

会
場
地

事　　業　　名 事　業　内　容

８月１１日（金・祝）（予定）

松山市考古館

８月１１日（金・祝）～１３日
（日）

大街道、千舟町、城山公園（堀之
内）

８月（予定）

松山市総合コミュニティセンター

８月２６日（土）・２７日（日）

松山市総合福祉センター

９月１日（金）～１０月２９日
（日）※休館日（9/4,11,19,25,29
10/2,10,16,23）

愛媛県立図書館４階えひめ資料室内
壁面展示ケース

９月１日（金）～１０月２９日
（日）※休館日（9/4,11,19,25,29
10/2,10,16,23）

愛媛県立図書館４階ロビー

９月９日（土）～１１月６日（月）
（予定）

愛媛県美術館２階ロビー

９月９日（土）～１１月６日（月）
（予定）

愛媛県美術館常設展示室２

９月９日（土）～１１月６日（月）
（予定）

愛媛県美術館常設展示室２

９月９日（土）～１１月６日（月）
（予定）

愛媛県美術館常設展示室１

９月～１０月（未定）

松山市立図書館

９月中旬（未定）

松山市立子規記念博物館

９月１９日（火）（予定）

松山市立子規記念博物館

国体・スポーツ関連図書企画展
示

国体開催にあわせ、スポーツに親しめる本の展
示・貸出を行います。

第５２回子規顕彰全国俳句大会
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。

糸瓜忌
子規の命日に、子規を偲ぶ追悼式や館長講演、
記念茶会等を開催します。また展示室を無料開
放します。

安倍能成～学習院中興の祖と称
された偉人～

県出身の哲学者、教育者であり、学習院中興の
祖と称された安倍能成の企画展示を実施。時代
を追ってその偉業を紹介するとともに、硬骨の
リベラリストと呼ばれた能成の人間像に迫りま
す。

紫舟作品展

日本の伝統文化でもある「書」を現代アートで
表現し、世界に向けて日本の文化と思想を発
信。その中の一部を展示し、芸術の魅力を発信
します。

侍の美（仮）
愛顔（えがお）つなぐえひめ国体・えひめ大会
に合わせて愛媛県美術館の所蔵品をメインに、
武者絵や刀剣、甲冑などを展示します。

協賛企業と連携・協働して各種コーナーを設置
し、企業の社会貢献活動の拡大と世代間交流を
促進し、福祉力の向上を図ることを目的に開催
します。

タイムスリップ！６４年前の国
体＠堀之内

64年前の昭和28(1953)年に四国四県で合同開催
となった第8回国民体育大会。愛媛県の主会場
となった堀之内の当時の様子を、新聞記事や写
真などで振り返ります。

安倍能成を知る
愛媛県立図書館が所蔵する安倍能成の著作や安
倍能成について書かれた図書を展示します。

全国スポーツ写真展
「スポーツ」をテーマとして、毎年開催されて
いる「全国スポーツ写真コンクール」の入賞作
品を展示します。

古代体験まつり

普段見ることのできない、考古館のバックヤー
ドを見学できる「たんけんツアー」をはじめ、
火おこし体験や古代衣装体験など、「いにし
え」の暮らしを体験できる一日です。

第５２回松山まつり
松山の中心部にて各連・チームが野球拳おど
り・野球サンバを披露します。個性豊かな衣装
で繰り広げるパフォーマンスは圧巻です。

ふれあい将棋大会
日本将棋連盟のトッププロを招へいし、市民が
プロ棋士から対局指導を受けて交流することに
より、将棋の普及振興を図るため開催します。

福祉サポートフェスタ

松
山
市



期　　　日

会　　　場

会
場
地

事　　業　　名 事　業　内　容

９月下旬

松山市総合福祉センター

９月３０日（土）

松山市庚申庵史跡庭園

９月３０日（土）～１０月４日
（水）

松山市総合コミュニティセンター

１０月１日（日）～１１月１２日
（日）

えひめこどもの城

１０月～１２月（予定）

ひめぎんホールほか県内各地（予
定）

１０月５日（木）

松山市庚申庵史跡庭園

１０月上旬（未定）

子規堂～道後温泉駅～子規記念博物
館

１０月７日（土）・８日（日）（予
定）

愛媛県庁本館

１０月２２日（日）

松山市野外活動センター

１０月下旬（未定）

松山市立子規記念博物館

１０月（未定）

松山市民会館

１１月２日(木)～１２月２４日(日)

愛媛県美術館

１１月上旬～１２月下旬(予定)※休
館日(月・祝)

松山市考古館特別展示室・ロビー

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。

松山市民文化祭　第３６回芸術
祭

松山市文化協会の会員による、洋楽・洋舞。邦
楽・邦舞などの芸術活動の発表を行います。

レオナルド・ダ・ヴィンチと
「アンギアーリの戦い」展

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

「古代いよ発掘まつり」いにし
えのえひめ２０１７

松山市内で28年度に発掘された遺跡や刊行され
た報告書の成果について、出土品と共に解説パ
ネル等を使い、わかりやすく古代の松山の暮ら
しを見ていただきます。

野外活動センターまつり

青少年団体や地元の団体等の協力を得て、野外
活動センターの自然や施設を活かした大規模な
イベントを実施することにより、多くの市民に
野外活動の素晴らしさや楽しさを体感していた
だきます。

第３５回子規顕彰全国短歌大会

愛媛県庁本館の竣工88周年（米寿）をお祝いす
るため、えひめ国体・大会開催期間中に記念イ
ベントを開催します。県庁本館の歴史や魅力を
知っていただくための多彩なイベントを行いま
す。

庚申庵 湯豆腐忌
庚申庵庵主、栗田樗堂が残した遺訓に習い、連
句興行、お茶会、湯豆腐販売を行い樗堂を偲ぶ
イベントを行います。

松山市民文化祭　第３６回美術
展

市民美術の発表・鑑賞の場として無鑑査方式に
よる美術展を開催します。

えひめ愛顔（えがお）の子ども
芸術祭２０１７

愛媛県内外の高校生以下の子どもたちが制作し
た作品を対象にしたアートイベントです。

愛媛県県民総合文化祭
芸術文化から産業文化まで幅広い分野のアマ
チュア文化の祭典を各地で行います。

庚申庵観月会
栗田樗堂が「月夜さうし」という俳文を残した
のにちなみ、十六夜に篠笛の演奏と喫茶を開催
します。

のぼさんとあそぼ秋祭り
子規さんに扮したちびっこ"のぼさん"が坊っ
ちゃん列車に乗って子規の誕生日をお祝いしま
す。

福祉のつどい開催事業
市高齢者福祉施設連絡会と協働で開催し、子ど
もから高齢者まで世代間交流ができるイベント
を開催します。

休日県庁見学デー（県庁本館米
寿記念イベント）（仮称）

松
山
市



期　　　日

会　　　場

会
場
地

事　　業　　名 事　業　内　容

１１月５日（日）

愛媛県身体障害者福祉センターグラ
ウンド

１１月（未定）

松山市総合コミュニティセンター

１１月１８日（土）・１９日（日）

松山市総合福祉センター

１２月２日（土）～平成３０年３月
１１日（日）

愛媛県生涯学習センター内 愛媛人
物博物館３階企画展示室

１２月２日（土）（予定）

北条社会福祉センター

１２月３日（日）～１０日（日）
（予定）

愛媛県美術館特別展示室

１２月（未定）

松山市総合福祉センター

１２月～１月（予定）

松山市民会館

未定

松山市総合コミュニティセンター

年３回（未定）

松山市総合コミュニティセンター
『コスモシアター』

４月１５日（土）～１７日（月）

大島一円（宮窪町・吉海町）

４月２３日（日）

しまなみアースランド（今治西部丘
陵公園）

４月２８日（金）～３０日（日）

波方町一円

若者を中心に人気のストリートダンスをメイン
とした大会です。個人の技術を競うソロバトル
や仲間とチームを組んで参加するコンテストな
どを実施します。

「星の音楽会」幼児と楽しむク
ラシックコンサート

未就学児を対象としたクラシック演奏者による
ミニコンサートです。

島四国へんろ市
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63km。毎年大勢の巡
礼者で賑わいます。

いまばり緑化フェア２０１７

花や野菜苗の即売、生花・盆栽・ハーブなどの
展示、植木まつり、体験学習のほか、野間馬乗
馬体験やご当地グルメコーナーもあり、一日中
楽しめます。

半島四国八十八ヶ所めぐり

「信仰・観光・健康」をモットーに昭和32年に
開場。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。

ビブリオバトル
本を紹介しあい、ディスカッションと投票で
「どれが一番読みたいか」を決めるイベントで
す。観覧者として参加できます。

障がい者ふれあいスポーツ大会
障がい者と地域住民がスポーツを通じて相互理
解を深め、障がい者の社会参加と自律促進を図
るため開催します。

秋の生活文化部展示会
コミュニティプラザで、盆栽・椿・バラ・水
石・帯結びの展示会を開催します。

若草福祉まつり
福祉関係団体や企業、ボランティア等が連携・
協働し、福祉活動への理解やボランティア活動
への拡充を図るため開催します。

愛媛人物博物館冬季企画展「生
誕１５０周年記念～柳原極堂 所
蔵品展」（仮）

生誕150周年を記念し、愛媛県生涯学習セン
ターで所蔵する柳原極堂に関する資料を一堂に
公開し、俳人としての、また子規顕彰者として
の極堂業績を中心に紹介します。

北条社会福祉センターまつり

北条社会福祉センターを拠点として活動する各
種団体の手作りのイベントによるふれあいと学
びを通じてボランティアや福祉活動への参加促
進を図ることを目的に開催します。

愛顔（えがお）ひろがる　えひ
めの障がい者アート展

優れた作品・創作者の発掘のため、障がい者芸
術作品のコンクールを開催し、県内の障がい者
から応募のあった芸術作品を展示します。

ふれあいの祭典
各障碍者団体、ボランティアグループ等の活動
発表を通じ、相互の理解を深めるため開催しま
す。

Ｄａｎｃｅ Ｂａｔｔｌｅ ｉｎ
Ｍａｔｓｕｙａｍａ ｖｏｌ．５
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期　　　日

会　　　場

会
場
地

事　　業　　名 事　業　内　容

５月

今治市内各神社

５月中旬～下旬（予定）

よしうみバラ公園

７月１６日（日）（予定）

大山祇神社参道・宮浦港前広場

７月３０日（日）

宮窪町能島沖（村上水軍博物館前）

８月５日（土）・６日（日）

今治市中心市街地

８月２６日（土）・２７日（日）

テクスポート今治ほか市内各所

９月３０日（土）～１０月９日
（月・祝）

河野美術館

１０月１３日（金）～１５日（日）

今治市周辺及びしまなみ海道沿線

１０月１５日（日）

加茂神社

１０月２２日（日）～１１月１２日
（日）(予定)

中央公民館・河野美術館ほか

１０月２８日（土）

大山祇神社

１１月１１日（土）・１２日（日）
（予定）

湯ノ浦地区（桜井総合公園ほか）

１１月２５日（土）～１２月３日
（日）

河野美術館

通年（無休）

宇和島城

第１７回瀬戸内しまなみ海道ス
リーデーマーチ

世界に誇る多島美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」
を舞台にしたウオーキング大会です。

菊間祭り（お供馬の走り込み）

加茂神社で催される祭事で、正装した馬にえび
ぞめのたすきを十文字にかけた少年がまたが
り、約300mの参道を美しく一気に駆け抜けま
す。

今治文化芸術祭
芸能祭、音楽祭の舞台発表やいけばな展、お茶
会、文芸大会、囲碁大会などを開催します。

県展今治移動展
「秋季県展」入選作品のうち、今治市・上島町
出品者の作品で「今治移動展」を開催します。

国指定重要文化財　宇和島城天
守

現存12天守の1つで藤堂高虎の創建。450種類の
草木が生い茂る城山と苔むす石垣群が織り成す
幽玄の美は一見の価値があります。

大山祇神社抜穂祭

抜穂祭は新穀祭とも呼ばれる収穫祭です。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。

２０１７桜井・湯ノ浦温泉まつ
り

ダンスコンテストの開催やご当地グルメなどの
出店、湯ノ浦地区の施設の割引や無料開放など
数多くのイベントを開催します。

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。

水軍レース大会
村上水軍の復元船である小早船でスピードを競
うレースです。 勇壮な漕ぎ比べの中に水軍の
歴史・文化を感じることができます。

今治市民のまつり「おんまく」

継ぎ獅子やダンスバリサイ、しまなみ海道太鼓
競演など、盛りだくさんのイベントが開催さ
れ、最終日には「おんまく花火」が打ち上げら
れ、夏の夜空を彩ります。

今治ジャズタウン

三島水軍鶴姫まつり

今治市美術展覧会（市展）
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。

「港町にはJAZZが似合う…」。今治市を舞台に
市民が企画するジャズフェスティバル。国内
トッププロによるステージ演奏が披露されま
す。

今治地方春祭り
今治地方の各地区の神社で継獅子の奉納が行わ
れ、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。

バラ祭りよしうみ２０１７
各種イベントを実施するほか、公園内にはバラ
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。

今
治
市
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期　　　日

会　　　場

会
場
地

事　　業　　名 事　業　内　容

通年（12/11以降の毎月曜日、12/28
～1/1）

名勝　天赦園

通年

遊子水荷浦の段畑

通年 ※休館日（火）祝休日の場合
は直後の平日、1/1

畦地梅太郎記念美術館・井関邦三郎
記念館

通年　※休館日12/31～1/1

宇和島市吉田ふれあい国安の郷

通年 ※休館日(月)月祝の場合は翌
日､12/29～1/3

宇和島市立歴史資料館

通年（無休）

宇和島市立城山郷土館

１月２日（月）～１２月２８日
（木）

日本庭園 南楽園

１月２日(月)､４月２日(日)､７月２
４日(月)､ ８月１４日(月)､１０月
２２日(日)

市営闘牛場

４月２日（日）～１５日（土）

宇和島市立吉田公民館

４月２２日（土）～６月４日（日）

宇和島市立伊達博物館

４月２３日（日）～５月２８日
（日）の毎日曜日

名勝　天赦園

５月４日（木・祝）・５日（金・
祝）

宇和島城周辺

５月１２日（金）

宇和島市立南予文化会館中ホール

７月１日（土）

宇和島市吉田町北小路、東小路、本
町

宇和島市立伊達博物館　春期特
別展

秀吉と利休の関係にスポットを当てた資料を中
心に展示を行います。

天赦園　春の呈茶会
藤・花菖蒲の開花に合わせ園内茶室「潜淵館」
に茶席を設け、春～初夏の庭園の清々しさを鑑
賞頂くイベント。野点席も有ります。

伊達なうわじまお城まつり
宇和島のシンボル｢宇和島城｣を舞台に子供から
大人まで楽しめる催しを開催。4日は伊達家宇
和島入部を再現した大武者行列も実施します。

伊達氏10万石宇和島藩から分知し吉田藩3万石
となった当地に、風格ある武家屋敷や商家、米
蔵等を当時のまま再現しています。

1845年に宇和島藩の武器庫として三の丸に建て
られ、現在は宇和島出身の偉人やゆかりの人物
に関する展示を行っています。

日本庭園　南楽園
池を中心に、現代造園技術の枠を集めて築いた
四国最大規模の日本庭園。四季折々の花を愛で
ながら散策する池泉回遊式庭園です。

夏祭りとして県下トップをきって開催。花火大
会、魚つかみ大会、みこし・牛鬼巡業、流し踊
りなどイベント盛りだくさんです。

定期闘牛大会
直径約20mの土俵上で1トン級の巨大な牛が激
突。角のぶつかり合う音の中、白熱の戦いが繰
り広げられます。

いのちの写真展～僕たちは ここ
にいる～

吉田町手をつなぐ育成会の声かけにより、「い
のちの写真展」を行います。障がいのある方が
いのちを輝かせて生きる姿を、写真を通して紹
介します。

仙台フィルメンバーによる名曲
の夕べ

宇和島と姉妹都市の仙台市から招いた、仙台
フィルのトップ奏者5名による室内楽。モー
ツァルトのクラリネット五重奏曲ほか、ウィー
ン音楽をお届けします。

吉田町夏祭り

宇和島市立歴史資料館
郷土の歴史、人物、自然に関する常設展・企画
展を開催。県下初の登録有形文化財として、無
料で公開しております。

宇和島市立城山郷土館

名勝　天赦園
宇和島藩七代藩主伊達宗紀が隠居所として造営
した大名庭園。池をまたぐアーチ状の白玉藤の
藤棚や竹の植栽が見事です。

重要文化的景観　遊子水荷浦の
段畑

急斜面に石垣を積み上げ作られた階段状の畑地
で、重要文化的景観の選定を受けています。だ
んだん茶屋・段畑遊覧船等があります。

畦地梅太郎記念美術館・井関邦
三郎記念館

三間町出身の芸術家・畦地梅太郎氏の作品と、
農業の近代化を実現した井関邦三郎氏に関する
展示・グッズ販売を行っています。

吉田ふれあい国安の郷

宇
和
島
市



期　　　日

会　　　場

会
場
地

事　　業　　名 事　業　内　容

７月２２日（土）～２４日（月）

市内各所

８月６日（日）

コスモスホール三間

８月７日（月）

宇和島市立南予文化会館大ホール

８月１３日（日）

三間中学校グランド

８月１６日（水）・１７日（木）

岩松川お祭り広場

９月１６日（土）～１０月１５日
（日）

宇和島市立伊達博物館

１０月（予定）

未定

１０月（予定）

宇和島市吉田公民館大ホール

１０月～１２月（予定）

宇和島市立南予文化会館・公民館・
コスモスホール三間

１０月１５日（日）

宇和島市吉田町東小路

１０月２８日（土）・２９日（日）

コスモスホール三間・三間高校・三
間町国民体育館

１１月（予定）

宇和島市吉田公民館

１１月（予定）

宇和島市立岩松公民館

１１月３日（金・祝）

宇和島市吉田町（商店街一円、桜橋
周辺）

第７回オープンスペースきゃっ
ち写真展

障がいの有無に関わらず写真をツールに一緒に
楽しみたいと、一般公募によるフォトコンテス
トと写真展を行い、出品作を展示します。

吉田町芸能祭
宇和島市文化協会吉田支部芸能部門の団体を中
心に、地域小・中学生も参加し、地域の文化芸
能活動を発表します。

第５９回宇和島市民文化祭
日々様々な文化活動に尽力している多くの市民
が、その成果を発表します。

吉田の産業祭り「きなはいや吉
田三万石２０１７」

地場産業と地域文化に対する理解を推進し、地
域活性化を目的として、吉田らしさと地域にこ
だわったイベントを実施します。

第１３回美沼の里産業文化まつ
り

文化団体三間支部他発表の部（コスモスホール
三間）や展示の部（三間町国民体育館・三間高
校）で、日頃の成果を発表します。

吉田町文化祭
宇和島市文化協会吉田支部の展示・文芸・生活
文化部門の団体が中心となって開催し、地域の
文化活動を発表します。

第４４回津島町文化祭
津島町内の方や一般団体などが作成した、書
道・美術作品を発表します。

吉田秋祭り（吉田おねり行列）
吉田藩の総鎮守、八幡神社の神幸祭として1664
年に始まり、御船・山車・猿田彦様・牛鬼等に
よるお練りが見られます。

つしま夏祭り

歌謡ショー、太鼓演奏、商店街を練り歩く舞踊
大行進、仕掛け花火があります。さらに酒蔵で
のギャラリー開設や、シーカヤックの乗艇体験
も実施します。

宇和島市立伊達博物館　秋期特
別展

宇和島藩伊達家や南予地方に伝わる武具をテー
マとし、昨今若年層にも人気が広がっている甲
胄・刀剣の展示を行います。

和霊大祭・うわじま牛鬼まつり
ガイヤカーニバル、宇和島おどり、打上花火、
子ども牛鬼・親牛鬼パレードや走り込み等、宇
和島を代表するお祭りです。

コスモス名曲コンサート２０１
７

宇和島市出身者の声楽家松平敬氏のバリトン独
唱ほか、男声合唱、ピアノ独奏など、多彩なス
テージをお楽しみください。

茨城県立大洗高校マーチングバ
ンド演奏会宇和島公演

国内最高レベルとして有名な大洗高校マーチン
グバンドの華麗なステージを目と耳でお楽しみ
ください。

第５０回三間町納涼大会
町内ねりおどり、ステージ上でのアトラクショ
ン、打ち上げ花火等を実施します。

宇
和
島
市



期　　　日

会　　　場

会
場
地

事　　業　　名 事　業　内　容

１１月第１日曜日（予定）

中山池自然公園

１１月１２日（日）

きさいや広場、牛鬼ストリート(南
予文化会館前)、きさいやロード(商
店街)

１１月１９日（日）～１２月３日
（日）

宇和島市立吉田公民館

４月２日（日）・３日（月）

真穴地区

４月１５日（土）・１６日（日）

天満神社

４月１６日（日）・８月１５日
（火）・１０月１９日（木）・５～
１２月の第２日曜日

梅之堂

４月第３土曜日か日曜日（予定）

田中山大元神社

４月２９日（土・祝）

八幡浜市民スポーツパーク

８月１２日（土）

北浜臨港道路(魚市場前)～北浜グラ
ウンド

８月１４日（月）

王子の森公園

８月１５日（火）

八幡浜港内

１０月中旬～

八幡浜市保内各地区(磯崎･喜木津･
喜須来地区･三島神社)

保内秋祭り・三島神社秋季大祭

磯崎、喜木津、喜須来等各地区で四ツ太鼓･牛
鬼･御船･唐獅子･五ツ鹿など練り歩きます。中
でも24日に行われる三島神社の練り(宮入)は盛
況です。

第７回オープンスペースきゃっ
ち写真展

障がいの有無に関わらず写真をツールに一緒に
楽しみたいと、一般公募によるフォトコンテス
トと写真展を行い、出品作を展示します。

第２８回宇和島市産業まつり
南予地域の農林水産物など地場産業の特産品が
一同に集合。お得な即売会や、もちまき・お菓
子まき・じゃこまき等も開催します。

真穴の座敷雛

長女の初節句を『座敷雛』でお祝いします。多
数の盆栽、小道具を用いて庭園を展開し、雛人
形が配置され、名物の鉢盛料理が供えられま
す。その華麗さは、古い時代の宮廷の園遊会を
連想させます。

第４２回二宮忠八翁飛行記念大
会

郷土が生んだ「飛行機の父」二宮忠八翁の功績
を讃え、手づくり飛行機の飛距離を競う大会を
開催します。

第４７回八幡浜みなと花火大会

八幡浜で、夏の風物詩として定着している花火
大会。港内から打ち上げられる大小約4,500発
の花火が、真夏の夜と八幡浜港の海面を華やか
に照らし出します。

やわたはまみなと夏祭り　第３
０回てやてやウェーブ

市民に広く親しまれている八幡浜の真夏の祭典
です。宇崎竜童氏作詞作曲の「TEYATEYA I
WANT YOU」の曲に乗って、約30チーム、2,500
人の踊り手が臨港道路を踊ります。

五反田柱祭り

戦国時代に、味方の誤射により倒れた山伏の霊
を鎮めるために始まった行事。高さ約20mの柱
に麻木籠を取り付け、籠に向かって松明を放り
投げて籠が燃え上がるまで幾夜でも続けられま
す。

川名津柱松神事

国土安穏・浦中安全・火難・水難・五穀豊穣を
祈願して始まった、200年を越える勇壮な伝統
行事。松の大木を海水で清め、神社の境内に立
て、赤鬼に扮した男が柱松の頂上から舞い降り
ます。

国指定重要文化財　梅之堂三尊
仏一般公開

阿弥陀如来を中心に、両脇侍の勢至と観音菩薩
の3体からなる仏像。全国で唯一現存している
とされ、「木造阿弥陀如来及び両脇侍坐像」と
して国の重要文化財に指定。現在では公開日に
のみ一般公開です。

中津川百矢祭

450年以上伝わる伝統行事で、百矢祭は1560年
ごろ、中津川地区の庄屋が武芸奨励のために始
めたのが由来。今では厄落としの行事として受
け継がれ、本厄を迎えた男性らが射手を務めて
います。

第３０回みま町コスモスまつり
コスモス市、コスモスコンテスト、ステージイ
ベント等を実施します。
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期　　　日

会　　　場

会
場
地

事　　業　　名 事　業　内　容

１０月１５日（日）～１１月２６日
（日）※休館日（月）

八幡浜市民ギャラリー

１０月１８日（水）

八幡浜みなっと　緑地公園（予定）

１０月１８日（水）・１９日（木）

中央商店街

１１月上旬

旧磯崎小学校～宇和先哲記念館

通年

あかがねミュージアム新居浜ギャラ
リー

２月１８日（土）～４月９日（日）

愛媛県総合科学博物館

２月１８日（土）～４月９日（日）

愛媛県総合科学博物館

４月１日（土）～１１月３０日
（木）

マイントピア別子（東平ゾーン）

４月８日（土）～１６日（日）

あかがねミュージアム

４月９日（日）・１５日（土）・１
６日（日）・２２日（土）・２３日
（日）

市民文化センター

４月２２日（土）～６月２５日
（日）

愛媛県総合科学博物館

５月３日（水・祝）～５日（金・
祝）

愛媛県総合科学博物館

５月３日（水・祝）～５日（金・
祝）

新居浜市内全域・銅夢にいはま

カハクンの大宇宙旅行展

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

わくわくミュージアム

迫力の、かはく名物実験シリーズ！巨大実験
ショーやみんなで気軽に科学体験。プチ科学工
作、天体観測など、GW中は楽しいイベント盛り
だくさんです。

春は子ども天国
5/3、5/4は子ども太鼓台の運行、5/5は「銅夢
にいはま」にてお楽しみ満載のイベントを実施
する、春の恒例イベントです。

あかがねミュージアム新居浜文
化展示

新居浜の風景や産業遺産など新居浜文化を紹介
するテーマ展示です。

地衣類-コケだけどコケじゃない
藻類？菌類？-

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

東洋のマチュピチュ「東平」バ
スツアー

「天空の語り部」と呼ばれるガイド付きで、東
洋のマチュピチュと称されるマイントピア別子
東平ゾーンの別子銅山の近代化産業遺産を巡る
バスツアーです。

第５０回にいはま春の市民文化
祭美術の部

書道、日本画、洋画、工芸、写真、デザイン、
版画、華道、絵手紙、文芸の10部門を展示。市
民の皆さんの作品を是非ご覧ください。

第５０回にいはま春の市民文化
祭芸能の部

公民館サークル、文化協会加盟サークル、市民
吹奏楽団による様々な舞台をお楽しみくださ
い。

１００均☆自然史グッズ巡回展

100円ショップで売っている商品から、自然観
察や生き物の採集、標本作りなどに使えるもの
を紹介する巡回展示。自由研究のヒントがいっ
ぱいです。

公立美術館共同巡回展「日本画
山脈　再生と革新～逆襲の最前
線」

戦後の巨匠から現在活躍中の新鋭まで、具象系
の作家による幅広い年代の多彩な作品を通じ、
伝統と革新が山脈のように連綿と織りなす日本
画の系譜を紹介。西日本4会場を巡回します。

第１４回唐獅子・五ツ鹿共演大
会

市内の「唐獅子」「五ツ鹿」などの民俗芸能を
保存継承する団体が一堂に会し、各地区に伝わ
る個性豊かな舞や練りを披露します。

八幡浜みなと祭り
八幡浜名物｢てやてや音頭｣の競演大会をはじ
め、唐獅子、五ツ鹿踊り、御輿、牛鬼なども繰
り出す市民総参加の秋祭りです。

二宮敬作ウォーク

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医学者「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。
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期　　　日

会　　　場

会
場
地

事　　業　　名 事　業　内　容

５月７日（日）

森林公園ゆらぎの森

５月上旬～下旬

マイントピア別子（東平ゾーン）

６月上旬～７月中旬の毎週土曜日

喜光地商店街

７月上旬の日曜日

マリンパーク新居浜

７月８日（土）～９月１８日（月・
祝）

愛媛県総合科学博物館

７月２８日（金）（予定）

国領川河川敷公園（平形橋北側）

７月２９日（土）～３０日（日）

愛媛県総合科学博物館

８月上旬の日曜日

銅夢にいはま、昭和通り、登り道商
店街

８月１１日（金・祝）～１３日
（日）

愛媛県総合科学博物館

８月中旬

マイントピア別子（端出場ゾーン）

８月２０日（日）

マイントピア別子（端出場ゾーン）

８月（未定）

あかがねミュージアム

９月上旬～１０月９日（月・祝）

国領川河川敷公園（市民体育館西
側）

１０月７日（土）～１１月２６日
（日）

愛媛県総合科学博物館

金糸銀糸に彩られた豪華絢爛な太鼓台の競演に
より、秋祭りとは違ったパフォーマンスが繰り
広げられます。

夏だ！おもしろ実験まつり

屋外で行う大迫力の｢巨大実験ショー」や、誰
でも 自由に参加できる｢チャレンジ！プチ科学
工作｣など、科学の楽しさを体験できる夏休み
スペシャル科学体験イベントです。

鹿の子百合まつり

障がい者文化芸術祭
障がい者の文化芸術活動の発表や芸術作品の展
示、障害福祉施設等による文化芸術活動支援の
取組状況の紹介等を行います。

新居のいもだき
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に入った鍋に入れて
食べる新居浜初秋の風物詩です。

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

白と赤の斑点模様が美しい、約4,000株の鹿の
子百合が園内に咲き誇ります。

サマーフェスティバルｉｎマイ
ントピア別子

キャラクターショーやゲーム大会などが開催さ
れ、ファミリーで楽しめる夏休みイベントで
す。

第３７回にいはま夏まつり

第８回マリン村
市民が一体となって新居浜を盛り上げるサマー
イベント。海上イベント、ダンス、物産のブー
スなどで構成するイベントです。

特別展「カハクンのえひめス
ポーツ科学（サイエンス）」

さまざまなスポーツ競技について、カハクンと
一緒に体験装置や実物資料で楽しく科学的に学
習できます。県内のプロスポーツも紹介してい
ます。

第６０回にいはま納涼花火大会
打ち上げ数約8,700発を誇る四国最大級の花火
大会。今年で60回目を迎える工都新居浜の夏の
風物詩です。

かはくプレゼンテーション大会
中・高校生の個人またはチームで、科学研究の
報告や発表を行います。

ゆらぎの森パーゴラ藤祭り

日本最大級（直径45ｍ）の巨大パーゴラ（藤
棚）のフジの花の見ごろに合わせて行う花まつ
り。ステージショーや特産品販売などで構成す
るイベントです。

しゃく薬まつり
40種類24,000本のしゃく薬が咲き誇ります。週
末には物産展等のイベント開催やお茶席の用意
があり、多くの観客でにぎわいます。

喜光地夜市・稲荷市
商店街のアーケード内に多数の出店が立ち並び
ます。うなぎつかみ大会やビンゴゲーム大会な
ど楽しいイベントも盛りだくさんです。

新
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期　　　日

会　　　場

会
場
地

事　　業　　名 事　業　内　容

１０月１５日（日）～１８日（水）

新居浜市内

１０月２１日（土）～１１月１９日
（日）

愛媛県総合科学博物館

１０月２１日（土）

新居浜市内

１０月２９日（日）

市民文化センター中ホール

１１月１日（水）～平成３０年２月
２８日（水）

マイントピア別子（端出場ゾーン）

１１月３日（金・祝）～１２日
（日）（予定）

あかがねミュージアム

１１月５日（日）

新居浜市森林公園ゆらぎの森

１１月５日（日）・１１日（土）・
１２日（日）・１８日（土）・１９
日（日）（予定）

市民文化センター

１１月下旬

マイントピア別子（端出場ゾーン）

１２月上旬～１月中旬

新居浜市美術館

１２月上旬～２月下旬

登道南商店街

１２月９日（土）～平成３０年１月
２８日（日）

愛媛県総合科学博物館

１２月（予定）

イオンモール新居浜（予定）

４月２９日（土・祝）（予定）

西条商店街周辺・鉄道歴史パーク

「新居浜美術の新時代と住友」
展

新居浜洋画界に多大の影響を与えた小磯良平と
西澤富義のオリゾン洋画研究所について紹介す
る展覧会です。

にぎわい商店街ライトアップ
別子銅山、新居浜の街、瀬戸内海をイメージし
た光のトンネルイルミネーションを点灯し、商
店街をライトアップします。

エネルギー体験ラボ（仮）
私たちの生活に深く関わっているエネルギーに
ついて、エネルギーの変遷や種類ごとの特性等
について体験装置などを用いて紹介します。

第４１回にいはま農業まつり
各種催し物を通じて、農業についての理解を深
め、地産池消の推進を図り、本市の農業振興、
地域経済の活性化を目指します。

産業文化フェスティバル
グルメコーナーや特産品の販売、メイン会場で
のパフォーマンスなど子供も大人も楽しめる多
彩なイベントが盛りだくさんです。

イルミネーションライトアップ
マイントピア別子端出場記念館入口周辺が約
60,000球の電飾に彩られます。

第６７回新居浜市美術展覧会
市民から公募した作品を展示。書道、日本画、
洋画、工芸、写真、デザイン、版画、華道の8
分門で力作が勢ぞろいします。

ゆらぎの森もみじ祭り
山々の紅葉と秋の味覚が楽しめるイベント。遊
歩道での散策や木工体験などもできます。

第６２回秋の芸術祭
舞台芸術の伝統を受け継ぐ質の高い演奏、演舞
を市民の皆さまに楽しんでいただく秋の芸術祭
です。

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は、冬に咲く珍しい桜
があります。新居浜の物産展でのお買い物やミ
ニコンサートが楽しめます。

太陽観測衛星「ひので」をはじめとする最新鋭
の観測装置によって次々に明らかにされてきて
いる太陽の姿を豊富な写真やイラストで紹介し
ます。

ウォーキング事業
別子銅山の産業遺産を巡るウォーキングルート
をガイドと歩きながら、新居浜の歴史を学びま
す。

第１０回郷土芸能発表会
新居浜市の各地域で古くから受け継がれている
郷土芸能の発表会です。

新居浜太鼓祭り

金糸に彩られた豪華絢爛な太鼓台と呼ばれる山
車が、約150人の男たちによって担がれる勇壮
華麗な秋祭りで、各地区に分かれて「かきくら
べ」が行われます。

太陽のふしぎ

新
居
浜
市

西
条
市



期　　　日

会　　　場

会
場
地

事　　業　　名 事　業　内　容

５月（未定）

西条市丹原文化会館

７月末～８月初め（未定）

小松町中町・駅前通り商店街

８月上旬（未定）

丹原商店街

８月下旬（未定）

西条市三津屋南、伊予銀行壬生川支
店前大通り

祭礼による（１０月１４日(土)～１
７日(火)／１０月体育の日の前々
日・前日／ １０月第３日曜日）

祭礼による

１１月（未定）

西条市東予郷土館

１１月（未定）

西条市東予体育館北側駐車場

１１月１１日（土）・１２日（日）

愛媛県立西条農業高等学校

１１月（未定）

西条市総合文化会館

１２月３日（日）（毎年第1日曜
日）

西条市丹原総合支所東駐車場 ・ 西
条市丹原公民館

１２月下旬（未定）

石鎚ピクニック園地

３月～１１月の第３土曜日（8月は
除く）

赤橋通り商店街

４～１１月の毎日曜日､１２～３月
の第３日曜日

大洲市大洲（思ひ出倉庫前）

ポコペン横丁
ベーゴマや竹馬、フラフープなど昭和30年代の
雰囲気を実感できる横丁を再現しました。二～
三世代で楽しめます。

高校生による生産物の展示販売は販売開始前に
毎年行列ができるほど。物品の即売やバザーも
行われ、多くの人で賑わいます。

西条地域秋季市民芸術文化祭
舞台発表の芸能祭、写真・俳画・木彫・生け花
などの美術展、お茶席を開催し、地域の文化芸
能活動を発表します。

丹原町産業まつり
特産の柿やミカンなどを直販するふるさと市、
景品付き餅投げ、バザーや小動物とのふれあい
教室など多彩な催しが行われます。

スノーカーニバルｉｎ石鎚

西条市産業祭

赤橋自遊空間
長浜赤橋通り商店街の一部を歩行者天国にし
て、フリーマーケットや路上ライブなど多彩な
イベントが開催されます。

丹原七夕夏まつり
100本を超える笹飾りのアーチが約１ｋｍの会
場を彩ります。夜間はライトアップされ、昼と
は違った風情を楽しめます。

ソリ競争や雪玉ダーツなどイベントいっぱい。
白銀に包まれた石鎚山系の雄大な自然の中で、
思いっきり雪遊びを楽しもう！

夏彩祭
ライブやダンスパフォーマンスなどを開催。夕
方には川辺に約400個のあんどんを灯し、幻想
的な散歩道を演出します。

西条まつり
・飯積神社祭礼
・嘉母神社祭礼
・石岡神社祭礼
・伊曽乃神社祭礼
・小松秋まつり
・東予秋まつり
・丹原秋まつり
・綾延神社社殿中奴
・磐根神社毛槍投げ奴

150台を超える豪華絢爛なだんじり、みこし、
太鼓台が祭礼ごとに市内を賑やかに練り歩き、
市内は祭り一色となります。
伊曽乃神社祭礼では16日未明から夕刻まで神輿
と共に73台が市内を巡行、宮入りを惜しみ川の
中で競り合う「川入り」は圧巻です。

カブトガニフェスティバル
県天然記念物「生きている化石」カブトガニの
保護と環境保全をＰＲ。実際に触れるコーナー
やゆるキャラのカブちゃんが人気です。

東予地区米まつり・魚まつり
地元で採れた新米の試食、餅つきの実演販売、
鮮魚や加工品の販売などを行います。土の恵
み・海の幸が堪能できます。

西条アートフェスティバル
世界公募による作家の西条をテーマにした石彫
の公開制作と交流イベント。さまざまなアート
制作が体験できます。

小松町ふるさと祭り
小松藩1万石にちなみお殿様やお姫様等に扮し
た大名行列、浴衣祭りやそうめん流しなど郷土
色あふれる夏のお祭りです。

大
洲
市

西
条
市



期　　　日

会　　　場

会
場
地

事　　業　　名 事　業　内　容

毎月第３土曜日

愛媛県立長浜高等学校

４月上旬～下旬

しゃくなげ谷

４月９日（日）

風の博物館・歌麿館

６月１日（木）～９月２０日（水）

うかいレストプラザ（出発地）

７月上旬～下旬

道の駅「清流の里ひじかわ」

８月５日（土）（予定）

大洲市立長浜中学校グラウンド（予
定）

８月１３日（日）

旧岩谷小学校

８月１４日（月）

河辺ふるさと公園

８月２０日（日）（予定）

肱川緑地公園ほか（５演舞場予定）

８月下旬～１０月中旬

大洲市柚木

９月２４日（日）

河辺ふるさと公園　集合

１０月１５日（日）

河辺ふるさとの宿

１１月２日（木）・３日（金・祝）

大洲市内（肱南・肱北地区）

４月１日（土）～１６日（日）

五色浜公園

４月２日（日）

谷上山公園

五色浜夜桜まつり ぼんぼりを設置し、夜桜の視覚が楽しめます。

谷上山さくらまつり
桜の名所である谷上山で、もちまき大会や太
鼓・民謡の演奏など、子どもから大人まで楽し
めるイベントです。

趣味の作品展示、バザー出店、子どもたちによ
る音楽発表など山間地域の魅力を満載した手作
りイベントです。

大洲まつり
大洲市最大の秋祭り。伝統を引き継ぐ大名行
列、おまつり村の開村、郷土芸能の発表会など
もあり、1日大洲で楽しめます。

長高水族館

日本唯一の高校生が運営する水族館。「カクレ
クマノミ」をはじめ、サンゴ、イソギンチャク
など、150種、2,000匹の生物を観ることができ
ます。

花木展
県内有数の花園の名所には、約3,000本のしゃ
くなげが色とりどりの花をつけ、周辺を甘い香
りで包み込みます。

わらじで歩こう坂本龍馬脱藩の
道

幕末の志士、坂本龍馬が脱藩した折に通ったと
される河辺地域の山道を歩くウォーキングイベ
ントです。

河辺ふれあいフェスタ２０１７

春の鹿野川湖フォトコンテスト
肱川を訪れ撮影された湖畔や桜、水鳥など、四
季折々の様々な表情がおさめられた写真が展示
されます。

ながはま赤橋夏まつり

多彩なステージと地元商店などによる催しが行
われ、フィナーレには1,800発の色とりどりの
花火が、夜空と川面に光のショーを繰り広げま
す。

山鳥坂夜神楽
愛媛県の無形民俗文化財で300年以上の歴史を
持つ伝統ある神楽の奉納です。

かわべふるさと祭り
夏の帰省客や地域住民が、夜市、歌謡ショー、
盆踊り、花火大会などに集い交流を深めるお祭
りです。

えひめＹＯＳＡＫＯＩ祭り
約1,000人以上の子どもから大人までの参加者
が趣向を凝らした衣装を身にまとい、暑い夏を
熱い踊りで盛り上げます。

いもたき
約300年の歴史を積み重ね、日本三大芋煮の一
つである元祖大洲のいもたき。さといもの粘り
と甘い味付けが美味です。

しゃくなげ俳句大会
西日本一と評判のしゃくなげが咲き乱れる丸山
公園付近の会場で俳句を楽しみます。

うかい
日本三大うかいと言われる昭和32年に始まった
大洲のうかいは、巧みな職人の技と風情ある景
色が魅力的です。

大
洲
市

伊
予
市



期　　　日

会　　　場

会
場
地

事　　業　　名 事　業　内　容

４月２９日（土・祝）・３０日
（日）

ウェルピア伊予

５月１３日（土）（予定）

未定

６月３日（土）

翠小学校

６月３日（土）

未定

７月１６日（日）

ふたみシーサイド公園

７月２１日（金）・２２日（土）

中山中学校・商店街

７月２９日（土）・３０日（日）

伊予港周辺・商店街

８月５日（土）・６日（日）

ふたみシーサイド公園ほか

９月２日（土）

ＪＲ下灘駅

９月２日（土）

しもなだ運動公園

９月２３日（土・祝）

栗の里公園・野外音楽広場

１０月２８日（土）～３０日（月）

ウェルピア伊予

１１月上旬予定

未定

１１月上旬予定

未定

１１月中旬予定

未定

伊予市トライアスロン大会ｉｎ
ふたみ

前日に受付、前夜祭、当日はスイム（1.5km)、
バイク（40km）、ラン（10km）を実施します。

夕焼けプラットホームコンサー
ト

瀬戸内海を眼下に見下ろすプラットホームでの
コンサート。刻々と移りゆく夕景という大自然
の一大パノラマが、新鮮な音楽と見事に融合し
ます。

なかやま栗まつり
栗拾い大会、ふるさと市や歌謡ショーなどが開
催されます。

いよ市民総合文化祭＆ふるさと
フェスティバル

アートフェスティバル・こども美術展・文芸大
会・伝統芸能のつどい・ふるさと芸能大会・五
色のほほえみステージなど、イベント盛りだく
さんです。

未定

上灘公民館まつり 未定

下灘公民館まつり・双海芸能発
表会

未定

なかやま芸能発表会

しもなだ鱧祭り
漁師レストランや特製鱧御膳を販売し、鱧の魅
力をPRします。

地区内が堤灯や万国旗できれいに装飾され、商
品等を利用してつくられた「造り物」の展示が
されます。夕方からは中山音頭踊りが町内を練
り歩きます。

双海の夏祭り

地元のおいしいものが食べられる「なぎさのふ
るさと市」やステージほか楽しいイベントが盛
り沢山。夜には迫力ある花火が打ち上げられま
す。

伊予彩まつり
「伊予おどり」にあわせて2,000人の市民が踊
り歩くパレードやさまざまなイベントが開催さ
れ、花火大会でクライマックスを迎えます。

いよし花まつり
花き・庭木の販売や生花・盆栽などの展示、各
種バザーで伊予路の春の訪れを楽しめます。

伊予市市民文化講演会 未定

「ほたるの里ふたみ」ほたるま
つり

ほたると共生する環境づくりを目指し、地元団
体のバザー出店があります。

伊予中山ホタルまつり
郷土芸能や音楽ショーがあり、ふれあい市場で
は地元のおいしいものを味わえ、自然の中で飛
びかうホタルを楽しむことができます。

なかやま夏まつり

伊
予
市



期　　　日

会　　　場

会
場
地

事　　業　　名 事　業　内　容

通年　※休館日（月）、祝日の翌
日、12/29～1/3

紙のまち資料館

通年　※休館日あり（詳細はＨＰ
へ）

愛媛県紙産業技術センター 研究交
流棟

４月２日（日）

三島公園

４月２日（日）

城山公園

４月２日（日）

すすきヶ原入野公園

４月２日（日）

向山公園

６月上旬

霧の森

６月中旬～９月下旬

伊予三島運動公園体育館

６月下旬

新宮あじさいの里

７月中旬

川之江港

７月２３日（日）

伊予三島駅前通り

７月２５日（火）

三島港

７月下旬

川之江商店街

７月下旬

伊予三島運動公園体育館

第１０回書道パフォーマンス甲
子園

予選審査を勝ち抜いた全国の高等学校書道部
が、書道パフォーマンスを披露し、書・演技の
美しさを競い合います。

みなと祭踊り大会
みなと祭りは、総勢800人が踊る「おどり大
会」や伊予三島駅前通り商店街での「ナイトバ
ザール」など、多彩な内容で開催します。

城山公園桜まつり

川之江城のある城山には約900本の桜が植えら
れ、当日はメインイベントのもち投げのほか、
お茶席や写生大会などの楽しいイベントを開催
します。

みなと祭花火大会
三島港から約7,000発の花火打ち上げられ、夏
に夜空彩ります。

第４０回四国中央紙まつり 未定

お茶祭り
特産品の新宮茶の販売のほか、茶摘みや手揉み
茶を体験できます。またイベントやバザーもあ
り観光客で賑わいます。

２０１７しこちゅ～スポーツ
フォトコンテスト

未定

すすきヶ原入野公園花祭り
約300本の桜が咲き誇る公園。花まつり期間中
の夜間は22時までライトアップされた夜桜を楽
しめます。

向山公園桜まつり
約500本の桜が植えられた向山公園では、メイ
ンイベントのもち投げのほか、茶席やバザーな
どたくさんの楽しいイベントを開催します。

紙のまち資料館
紙の歴史、製造工程をわかりやすく展示してい
ます。また、手すき体験コーナーがあり、オリ
ジナルの手すき和紙を作ることができます。

紙産業に関する展示と水引体験
コーナー

県内紙産業に関する資料などを展示していま
す。水引細工を実際に体験できるコーナーもあ
ります。

三島公園桜まつり
約500本の桜が植えられた公園からは瀬戸内海
を眺望でき、当日はメインイベントのもち投げ
やお茶席など楽しいイベントを開催します。

新宮あじさい祭り
山の斜面に植えられた約2万株のあじさいが咲
き誇る場所でバザーなどが開催されます。

かわのえ夏まつり花火大会

愛媛県内では早い時期に開催される花火大会
で、川之江港から燧灘の夜空に打ち上げられる
約3,000発の花火が夏の夜空を彩り夏の涼を満
喫できます。

四
国
中
央
市



期　　　日

会　　　場

会
場
地

事　　業　　名 事　業　内　容

８月１５日（火）

関川河川敷ふるさと広場

通年　※休館日（木）、年末年始

西予市野村シルク博物館

８月～１２月

開明学校・宇和民具館

通年　※休館日（火）、年末年始

西予市城川地質館

通年※（休館日はHPへ）

愛媛県歴史文化博物館常設展示室

通年※（休館日はHPへ）

愛媛県歴史文化博物館新常設展示室

４月１日（土）～９月３日（日）
（予定）

愛媛県歴史文化博物館考古展示室

毎月第１日曜日

末光家

４月２２日（土）～６月２５日
（日）（予定）

愛媛県歴史文化博物館企画展示室

４月２９日（土・祝）

ＪＲ伊予石城駅前れんげ田

７月２日（日）

西予市城川町土居　三嶋神社（神
田）

７月中旬～１２月第１日曜日※定休
日（火）

ギャラリーしろかわ

特別展「迷路絵本　香川元太郎
のフシギな世界」

愛媛出身で全国的に活躍中の迷路絵本作家・香
川元太郎氏の作品を紹介するとともに、巨大迷
路に挑戦していただきます。

第４１回宇和れんげまつり
ＪＲ伊予石城駅前のれんげ田（約10ha）におい
て日本一のもちつき大会、どろんこサッカー、
特産品コーナー等多彩な催しを開催します。

どろんこ祭り

奥伊予の奇祭「どろんこ祭り」として知られる
「御田植祭り（おんだうえまつり）」。牛によ
る勇壮な「代かき」、田の畔に豆を植える作業
を表したどろんこ活劇「畔豆植え」、無病息
災、五穀豊穣を祈る「さんばい降ろし」、「早
乙女の手踊り」、フィナーレの「お田植え」が
行われます。また、「福まき」も実施されま
す。

第２３回かまぼこ板の絵展覧会

絵は「いつでも、誰でも、なんにでも描ける」
を原点に全国からかまぼこ板に描いた絵を募集
し、全応募作品を展示する展覧会。（応募作品
数はおよそ１万点。）平成７年より毎年展覧会
を開催しており、今回で23回目です。

土居夏まつり

地元の踊り連による盆踊りの後、約3,000発の
花火が夏の夜空を彩ります。郷土色あふれるイ
ベントで、会場は風情豊かな雰囲気に包まれま
す。

新常設展示「密●空と海―内海清
美展」

高い芸術性で国際的評価を得ている和紙彫塑
家・内海清美氏が、弘法大師空海の生涯を人形
群で表現したものです。

テーマ展「久万高原町発掘５０
年の足跡」

久万高原町の上黒岩岩陰遺跡から発掘された全
国に誇れる縄文時代黎明期の考古資料を展示し
ます。

末光家一般公開
重要伝統的建造物群保存地区である西予市宇和
町卯之町の町並みの中にある、保存地区内では
最も古い建物の「末光家」の一般公開です。

昔ながらの伝統を受け継ぐ絹織物の資料や、明
治初期に始まった蚕糸業に関わる歴史的資料や
道具などを展示しています。

姉妹館提携３０周年記念事業
開智学校（長野県松本市）と開明学校（西予
市）が姉妹館提携を結んで30周年を迎えるた
め、記念の特別展等を実施します。

城川地質館（常設展）

黒瀬川構造帯を多面的に紹介しており、地球の
誕生、プレートテクトニクスなどを映像やパネ
ルで紹介し、黒瀬川構造帯の成り立ちを通じて
大地が動いていることや、日本列島を地球科学
の視点で学ぶことができます。また、貴重な化
石や多様な岩石などの保存・展示も行っていま
す。

愛媛県歴史文化博物館 常設展示
愛媛の歴史と民俗について、実物大に復元した
建物や祭礼等の実物資料などをまじえ、わかり
やすく紹介しています。

シルク博物館（常設展）

四
国
中
央
市

西
予
市



期　　　日

会　　　場

会
場
地

事　　業　　名 事　業　内　容

７月１５日（土）～９月３日（日）
（予定）

愛媛県歴史文化博物館企画展示室

８月（未定）

愛媛県歴史文化博物館

８月６日（日）

あけはまシーサイドサンパーク

８月１３日（日）

西予市三瓶町朝立港湾埋立地

８月１３日（日）

西予市城川総合運動公園グラウンド

８月１４日（月）

野村ダム朝霧湖畔

９月３０日（土）～１１月２６日
（日）（予定）

愛媛県歴史文化博物館企画展示室

９月３０日（土）～１１月２６日
（日）（予定）

愛媛県歴史文化博物館文書展示室

１１月４日（土）・５日（日）

西予市役所周辺及び宇和体育館内

１１月下旬

西予市乙亥の里 乙亥会館

１２月初旬～

あけはまシーサイドサンパーク

１２月中旬～

野村ダム左岸公園（ビッグミル付
近）、国道４４１号線沿い、乙亥の
里

全国でも唯一のプロ・アマ力士の対戦に、地元
青年の対抗戦や幕内力士による稚児の土俵入り
などが行われます。

あけはまシーサイドイルミネー
ション２０１７

明浜、10万球光る。あけはまシーサイドイルミ
ネーション 夏だけじゃない、明浜町の魅力を
お友達と、ご家族と、恋人と・・・。 遊びに
も、デートにもおすすめです。

朝霧ロードイルミネーション

野村町内の地元住民一体となった「朝霧ロード
イルミネーション実行委員会」によるイルミ
ネーションを野村ダム左岸公園（ビッグミル付
近）、国道441号線沿い、乙亥の里にて開催。
イルミネーションが野村のまちを彩ります。

第３５回奥地の海のかーにばる

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がもりだくさ
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必見！屋台村や
グルメフェアもあります。

第１３回奥伊予盆踊り花火大会
「奥伊予」城川で開催される花火大会。間近で
みる花火は迫力満点です！

江戸情緒あふれる「和風」トリックアート愛媛
初開催。見たり、触れたり、写真を撮ったり、
ご家族、お友達と一緒に存分にお楽しみくださ
い。

障がい者文化芸術祭
障がい者の文化芸術活動の発表や芸術作品の展
示、障害福祉施設等による文化芸術活動支援の
取組状況の紹介等を行います。

かっぱＭＡＴＵＲＩサマーｉｎ
明浜２０１７

シーカヤック・ビーチバレー・ストロングマン
チャレンジなど楽しいイベントもりだくさん！
フィナーレの打ち上げ花火は海に反射し、山に
反響、ド迫力です！
かっぱMATURIはみんなが主役！一度来たら、ま
た来年も来たくなる、そんなイベントです。

野村納涼花火大会

山間の地形を生かした大迫力の音と光の競演を
肌で実感することができ、「美しいナイアガ
ラ」や仕掛け花火が湖面に映り、その美しさを
ダム堰堤上から真正面で観ることができます。
花火のほかにも、水上ステージイベントやガー
デンパーティー、ふれあい市などが開催され、
真夏の一夜を楽しませてくれます。

特別展「高虎と嘉明-転換期の伊
予と両雄-」

天下太平に向かう時代の転換期、伊予を治めた
藤堂高虎と加藤嘉明。二人の足跡と、彼らが生
きた時代の伊予の姿をご紹介します。

テーマ展「相撲の歴史と民俗-館
蔵品を中心に」

国体の相撲が西予市で開催されるのにあわせ、
相撲のおこりと歴史、相撲の祭礼と民俗、愛媛
出身の著名力士などを、館蔵品を中心に紹介し
ます。

西予市総合文化祭
絵画、書道、いけ花などの展示や、茶席や各種
バザーの出店があります。

第１６６回乙亥大相撲

特別展「トリックアート　大江
戸物語」

西
予
市



期　　　日

会　　　場

会
場
地

事　　業　　名 事　業　内　容

通年　※定休日（火）

坊っちゃん劇場

４月２日（日）

土谷公民館

４月下旬

横河原公園

４月下旬～５月上旬

東温市山之内大畑乙６２地先

６月３日（土）

東温市総合公園

７月２日（日）～８月２７日（日）

皿ヶ嶺連峰県立自然公園

７月下旬の土曜日（予定）

伊予鉄横河原駅前広場

８月上旬

ふるさと交流館さくらの湯

８月２６日（土）（予定）

重信川河川敷西岸

９月１０日（日）

未定

１１月３日（金・祝）

白猪の滝農村公園

未定

重信川自転車道周辺

８月５日（土）

弓削港ひだまり公園（消防庁舎前）
周辺

東温市商工会産業まつり
東温市の商工業者の方々が、日頃からの地域へ
のお礼の意味も込めて開催する、市内最大の産
業イベントです。

除ケの堰堤こいのぼり架け渡し

昭和10年に造られ、全て瀬戸内の島々の石で造
られています。春には川幅いっぱいに鯉のぼり
が施され、良好な残存状況が建設時の高度な施
工技術を示しています。

とうおんゆったりサイクリング
安心・安全な「ファミリーサイクリングの聖
地」重信川自転車道を、家族や友達と一緒に楽
しむイベントです。

第３２回かみじまふるさと夜市
たくさんの夜店をはじめ、コンサートや大抽選
会等のイベントを開催。ィナーレの花火は、至
近距離から打ち上げられ迫力満点です。

坊っちゃん劇場

愛媛・四国・瀬戸内の歴史的・文化的伝統を舞
台芸術で表現し 、「ミュージカル役者の誕生
するまちづくり」をめざしながら、地域貢献と
地域活性化を目的とした劇場です。

白猪の滝まつり

おにぎり無料サービス、餅まき・お楽しみ抽選
会・農産物など即売・バザー・国土交通省「降
雨体験装置・土石流3D体験シアター」・和太
鼓・東谷音頭などで賑わいます。

上林水の元そうめん流し
皿ヶ嶺連峰県立自然公園の雄大な自然を背景
に、道後平野を眺めながら冷水で楽しむそうめ
ん流しは格別です。

横河原土曜夜市
横河原商工連盟青年部主催による土曜夜市。地
元ならではの懐かしい雰囲気を味わえます。

さくら市場納涼祭
夜店や模擬店が立ち並び、いのとんと他のゆる
キャラたちとの対決が行われるなど、会場は多
くの人で賑わいます。

スイーツマラソン・とうおん
ファミリーフェスティバル（仮
称）

家族みんなで楽しめるイベントで、沢山のゆる
キャラが大集合します。また、市内事業所が多
数出店するグルメブースでは、東温市の懐かし
い味などが楽しめます。

観月祭
重信川沿いには毎年約200軒もの出店が並び、
会場は盆踊りやいもたきなど大勢の人々で賑わ
います。約5,000発の花火が夜空を彩ります。

どてかぼちゃカーニバル
日本初のどてかぼちゃコンテスト。巨大どてか
ぼちゃに圧倒されます。

源太桜まつり
桜三里で最も古い桜「源太桜」は、樹齢推定
300年のエドヒガンザクラで、毎年大勢の観光
客が見物にやってきます。

東
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期　　　日

会　　　場

会
場
地

事　　業　　名 事　業　内　容

１０月上旬

魚島地区

１０月上旬

久司浦地区

１０月上旬

佐島地区

１０月上旬

生名地区

１０月上旬

岩城地区

１０月中旬

下弓削地区

１０月中旬

上弓削地区

１０月下旬

引野・明神地区

１１月下旬

せとうち交流館

第１回４月～５月､第２回１０月～
１１月(予定)

久万高原町まちなか交流館

４月２２日（土）～６月１１日
（日）

面河山岳博物館

４月２９日（土・祝）～８月３１日
（木）

町立久万美術館

７月上旬

おもごふるさとの駅

７月下旬

三島神社

７月２１日（金）～９月３日（日）

面河山岳博物館

本町出身者より寄贈を受けた創作こけしを展示
します。

春の企画展「石鎚山の高山性植
物」

西日本最高峰・天狗岳山頂の過酷な環境で生き
ている亜高山の可憐な花をパネル、レプリカで
解説します。

久万美コレクション展Ⅰ
館蔵品を中心にテーマを設けた特集展示を行い
ます。

石鎚天狗太鼓
石鎚山お山開きにあわせて、天狗面をつけた迫
力ある太鼓を披露します。

引野・明神秋祭り だんじりが地区内をまわります。

上島町文化公演会
芸術文化を肌で感じてもらうため、落語家など
をお招きして公演会を開催します。

創作こけしの世界（仮称）

三島神社夏祭り（久万山五神太
鼓）

ダイバ面をつけた精鋭による勇壮な久万山五神
太鼓を奉納します。

特別展「巨大昆虫・微小昆虫」
（仮称）

世界の巨大昆虫と微小昆虫を標本で紹介。昆虫
のサイズから見える驚きの多様性と進化の不思
議を解説。生きた昆虫も多数展示しています。

下弓削秋祭り
金曜日には小学生を対象に奉納相撲大会が行わ
れ、土・日曜日はだんじりや神輿、奴行列等が
地区内を巡ります。

上弓削秋祭り
だんじりが地区内をまわり、獅子舞や巫女、稚
児の舞いなども行われます。

魚島秋祭り
金曜日には地元の方が神楽を舞い、土曜日には
引きだんじり、日曜日には神輿が島へ繰り出し
ます。

久司浦秋祭り
だんじりが地区内をまわり神社では出店や、舞
台演出などで盛り上がります。

佐島秋祭り
早朝には神輿が海の中に入ります。だんじり神
輿を神社に持っていく際には、担いだまま神社
の石段を登っていきます。

生名秋祭り
だんじりや神輿が地区内を回り、小学生による
巫女の舞いなども行われます。

岩城秋祭り
だんじりや神輿が地区内を回り、獅子舞や女神
輿、奴などが行われます。
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期　　　日

会　　　場

会
場
地

事　　業　　名 事　業　内　容

８月４日（金）・５日（土）（予
定）

久万町商店街周辺

８月１３日（日）

久万高原ふるさと旅行村（予定）

８月１９日（土）（予定）

役場美川支所周辺

９月９日（土）～１１月２３日
（木・祝）

町立久万美術館

１０月１日（日）（予定）

やなだにさんさんドーム

１０月４日（水）

久万高原天体観測館

１０月７日（土）～１１月２３日
（木・祝）

面河山岳博物館

１０月２１（土）・２２日（日）

久万公園ほか

１１月１２日（日）（予定）

面河住民センター

通年

松前町役場内

４月２３日（日）

義農公園

５月３日（水・祝）

松前港

５月１３日（土）

松前総合文化センター

８月第１金曜日（前夜祭）・第１土
曜日

前夜祭（松前総合文化センター）祭
り当日（塩屋海岸、松前公園）

８月（未定）

エミフルＭＡＳＡＫＩ

松前港祭り
まぐろの解体ショー、魚のつかみ取り、鮮魚販
売、漁船パレードが催されます。

２０１７明るい人権のまちづく
り大会

「町民すべてが取り組むあたたかい人権・同和
教育の展開」を目標に、人権が大切にされる町
づくりのために記念講演等を開催します。

まさき町夏祭り
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。

障がい者文化芸術祭
障がい者の文化芸術活動の発表や芸術作品の展
示、障害福祉施設等による文化芸術活動支援の
取組状況の紹介等を行います。

秋の企画展「面河渓　きのこ写
真展」

愛媛県のキノコ研究で第一人者の沖野登美雄氏
の美しいキノコ写真を展示。面河渓などに自生
する菌類を紹介します。

久万林業まつり（久万文化祭）
木と触れ合う多彩なイベントを実施。久万地区
文化祭も同時開催し、茶会や習字などの作品を
展示します。

面河ふるさとまつり
地域の芸能発表やゲストを招いての歌謡
ショー、豪華景品が当たる景品付きもちまきな
どを行います。

愛顔（えがお）つなぐえひめ国
体・大会松前町手作りパネル展

松前町で行われている競技の紹介や、リハーサ
ル大会の様子をパネルで紹介します。

義農祭
町の偉人「義農作兵衛」の遺徳をしのび、伝統
芸能の発表や地元特産品の販売などを行いま
す。

ペルセウス座流星群を見よう
グラウンドに寝転がり、解説を聞きながら流れ
星をながめるイベントです。

みかわ納涼まつり
多彩なステージイベント、名勝「御三戸嶽」の
麓から打ち上げられる大迫力の打ち上げ花火が
魅力のお祭りです。

自主企画展「Ｃｒｏｓｓｏｖｅ
ｒ－秩序と混沌」

独自のテーマによる企画展です。

やなだに産業まつり
牧草投げなど来場者が参加できるイベントや、
地元産品の販売、ゲストを招いての歌謡ショー
などが行われます。

中秋観月会（仮称）
肉眼や望遠鏡で中秋の名月を愛で、月にまつわ
るお話を聞く観月会です。

久万納涼まつり
初日は久万踊りと花火大会、2日目は丸太を担
いで走りタイムを競う御用木まつりを開催しま
す。
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期　　　日

会　　　場

会
場
地

事　　業　　名 事　業　内　容

１１月１１日（土）・１２日（日）
（予定）

まさき村店舗前駐車場（エミフルＭ
ＡＳＡＫＩ敷地内）

１２月２３日（土・祝）

松前総合文化センター

通年　※休館日(月)祝日の場合は翌
日 　(10/10、30は開館)

砥部焼伝統産業会館

通年

町内各所

通年

砥部焼陶芸館

通年

砥部焼観光センター炎の里

通年

砥部町陶芸創作館

奇数月の第２日曜日

砥部町商工会周辺

４月１５日（土）・１６日（日）

砥部町陶街道ゆとり公園ほか

５月下旬～６月中旬

砥部町内各地域

６月３日（土）

砥部町文化会館　ふれあいホール

６月～１２月　※休館日(月)祝日の
場合は翌日 (10/10、30は開館)

坂村真民記念館

７月～８月の土・日曜日

坪内家

７月～９月上旬

権現山休憩所

８月（予定）

ひろた交流センター

坪内家流しそうめん
坪内家の大井戸周辺で食べる流しそうめん。江
戸時代後期に建てられた旧庄屋屋敷「坪内家」
は見学無料です。

権現山流しそうめん
標高440メートルの権現山のふもとで夏季に行
う流しそうめんは、盛夏に涼を求める人たちで
にぎわいます。

広田七夕まつり
イベント会場では「立花（たちばな）太鼓」
「鼓舞姿（こぶし）太鼓」などを鑑賞したり夜
店を楽しめます。

砥部町商工会館周辺が歩行者天国となり、砥部
焼の窯元直販や飲食物の出店が並びます。

清流に飛び交う天然のホタルの鑑賞会。町内各
地域の会場でイベントが行われます。

井部悠紀三絃演奏会
愛媛県にゆかりのある演奏家をお招きして、定
期的に演奏会を開催します。

砥部焼まつり
毎年10万人を超える来場者があり、日用食器か
ら高級品まで約10万点を、全窯元が感謝価格で
販売します。

ほたるまつり

とべ楽市

「すべての人に真民詩を」展
「念ずれば花ひらく」で知られる詩人・坂村真
民の代表的な詩を展示。心癒される詩の世界に
ひたり、真民さんの人柄に触れてください。

砥部焼体験（砥部町陶芸創作
館）

砥部焼の絵付・手びねり（要予約）・ロクロ
（要予約）の体験ができます。

第５回まさき町産業祭り「たわ
わ祭」

新鮮な農水産物や地場産品、加工品などの販
売、ステージイベント、匠の技から生まれる工
業製品などを紹介します。

２０１７松前町第九演奏会
松前町外の希望者によって「第九」の演奏会を
するとともに、多くの来場者が訪れ約700名の
大盛況事業です。

砥部焼伝統産業会館　常設展
砥部焼の歴史的資料や貴重な焼き物、全窯元の
優れた現代作品を展示したり、個展やグループ
展などの多彩な催しが行われます。

砥部陶街道五十三次スタンプラ
リー

町内に点在する「自然・歴史・文化・砥部焼」
にちなんだポイントを巡るスタンプラリーで
す。

砥部焼体験（砥部焼陶芸館）
砥部焼の絵付・手びねり（要予約）・ロクロ
（要予約）の体験ができます。年2回、春と秋
には「砥部焼窯出し市」が開催されます。

砥部焼体験（砥部焼観光セン
ター炎の里）

砥部焼の絵付等各種体験や工房見学ができま
す。定期的に企画展も開催しています。
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期　　　日

会　　　場

会
場
地

事　　業　　名 事　業　内　容

８月６日（日）

砥部町文化会館　ふれあいホール

８月２６日（土）・２７日（日）

砥部町文化会館　ふれあいホール

１０月２２日（日）

砥部町文化会館　ふれあいホール

１１月（未定）

砥部焼伝統産業会館

１１月（未定）

砥部町中央公民館

１２月（未定）

道の駅ひろた　峡の館

１２月２３日（土・祝）

砥部町文化会館

４月２３日（日）

川登自治会館周辺

５月５日（金・祝）

内子町豊秋河原

７月２９日（土）

小田中央商店街

８月６日（日）・７日（月）

本町商店街

８月１５日（火）

えひめ中央農協小田支所付近

９月下旬頃

尾首の池

１０月４日（水）・５日（木）

八日市護国重要伝統的建造物群保存
地区

１０月頃

ビジターセンター、まちの駅Ｎａｎ
ｓｅ他

川登川まつり・筏流し
山から伐り出した木材を運ぶ「筏流し」の光景
を復活させたイベント。蓑と菅笠姿の筏師が筏
を巧みに操る姿は見応えがあります。

いかざき大凧合戦
約400年の歴史を持った伝承行事で、約500統の
大凧が空中で相手の糸を「ガガリ」で切り合う
勇壮な戦いが魅力です。

第３２回燈籠まつり
平家の落人伝説にちなむ先祖供養の夏祭り。だ
んじりみこしやねぶた風絵燈籠などが町を練り
歩くほか、小田川に浮かぶ燈籠が幻想的です。

第６１回内子笹まつり

1823年から続く伝統行事です。「山の神」の火
文字と3千個のオヒカリが幻想的。山里に響く
打ち上げ花火や和太鼓演奏が楽しめます。

尾首の池月を愛でる会
約1,000灯のキャンドルが尾首の池を幻想的に
演出します。また、芋炊きやJazzなどのコン
サートが行われます。

八日市町並観月会

昭和32年から続く伝統の夏祭りで、「愛媛のま
つり五十選」に選ばれています。約50本の笹飾
りが約700ｍにわたって飾られます。

寺村山の神火祭り

仲秋の名月に合わせて町並み保存地区の通りに
住民手作りの行灯を灯す。はぜとり歌・踊り、
町家での琴の演奏などもあります。

ドイツフェスタ
姉妹都市であるローテンブルク市との交流を背
景に、ドイツのビールや料理を味わいながら、
ドイツ文化に触れることができるお祭りです。

第１１回チャリティフェスティ
バル

チャリティ募金を兼ねて文化会館を地域の交流
の場として活用していただく目的で開催。ふれ
あいホールのチャリティコンサートでは、地域
の音楽家が出演します。

実際にピアノを分解し、調律作業を体験するこ
とができ、年齢を問わず子供から大人まで、ピ
アノ・音楽の魅力を再発見していただける教室
です。

第１６回ピアノリレーコンサー
ト

年齢や演奏レベル、ジャンルに関係なく、音楽
が好きな人なら誰もが舞台の上で楽しむことの
できる参加型コンサートです。

砥部陶街道文化まつり
砥部町自慢の技や逸品、特産品が一挙に大集
合、砥部町を満喫する2日間です。

自然薯（じねんじょ）まつり
砥部町の特産品である「じねんじょ」の即売や
「じねんじょを使った料理」の試食などを行っ
ています。

第１０回ピアノ分解教室『ピア
ノの中をのぞいてみよう！』

ダンスパフォーマンスｉｎ砥部
Ｖｏｌ．３

ジャンルに関係なく踊りが好きな人なら誰もが
舞台の上で楽しむことができる参加型ダンスイ
ベントです。

秋の砥部焼まつり
砥部焼伝統産業会館周辺を歩行者天国にし、約
60の窯元が感謝価格で対面販売します。
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期　　　日

会　　　場

会
場
地

事　　業　　名 事　業　内　容

１０月１５日（日）

お山の学校ながた

１１月３日（金・祝）

石畳清流園

１１月３日（金・祝）

立川自治会館グラウンド

１１月５日（日）

道の駅「小田の郷せせらぎ」

１１月５日（日）

五十崎自治センター

１１月５日（日）

大瀬商店街周辺

１１月中旬

内子座

４月２９日（土・祝）（予定）

伊方町大久・高茂高原

５月３日（水・祝）（予定）

佐田岬はなはな

５月４日（木・祝）（予定）

伊方町大久西海岸

５月中旬（予定）

八幡浜市～伊方町

６月（予定）

道の駅　伊方きらら館

７月３０日（日）（予定）

伊方中学校グラウンド他

８月中（予定）

三机須賀公園他

９月２４日（日）（予定）

八幡浜市～伊方町

瀬戸の花嫁まつり
ブライダルファッションショーや魚のつかみど
りなど楽しいイベントが盛りだくさん。歌謡
ショーや花火大会が行われます。

サイクリング佐田岬
ロング、ミドル、ショートコースの3つに分か
れて佐田岬を自転車で走り抜けます。

佐田岬灯台点灯１００年祭　兼
佐田岬はなはな祭り

佐田岬灯台点灯100年を祝うイベントを開催。
ステージイベントや特産品の販売、灯台に関す
るイベントなどを行います。

佐田岬ふるさとウォーク 日本一細長い佐田岬半島を一緒に歩きます。

海のつどい
宇和海沿いの砂浜で地引き網を中心とした参加
型イベント。アジがメインの海鮮バーベ
キュー。家族連れで賑わいます。

きなはいや伊方まつり
毎年恒例夏のイベントで多彩な催しや夜空を彩
る打上花火大会が行われます。

きららまつり
道の駅伊方きらら館を会場に、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。

大瀬の特産品である｢柿｣のお祭り。バザーや農
産物の品評会などを実施。柿の皮むき大会や種
飛ばし大会など、イベントも満載です。

内子町伝統芸能まつり
神楽、獅子舞、万歳など、町内各地域で伝統芸
能の保存継承に取り組む団体が一堂に会し、郷
土色豊かな自慢の演技を披露します。

もぉ～モォ～フェスティバル
瀬戸内海と宇和海が一望できる新緑の高原で、
和牛をバーベキューにして食べます。特産品販
売等の催しもあります。

長田食の文化祭

「お山の学校ながた」（元廃校舎。現簡易宿泊
所）にて開催される食のイベント。住民手作り
のうどん、こんにゃく、ピザなどの食が楽しめ
ます。

小田の郷ふるさとまつり
農産物品評会や展示即売、バザー、餅まき、ト
ンカチ広場など各種催しが行われます。

第３７回五十崎文化祭
五十崎自治センター管内の住民による展示、和
太鼓や吹奏楽の演奏、バザーなどを実施しま
す。

大瀬農業祭柿まつり

立川地区　文化産業祭
立川地区の秋の恒例イベント。地域で生産され
る農産物品評会やバザー（うどん、すし）や餅
まきなどが行われます。

石畳水車まつり
美しい農村景観の残る石畳地区。3つの水車が
ある石畳清流園は、地域の観光スポット。秋の
里山の風景や食が楽しめます。
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期　　　日

会　　　場

会
場
地

事　　業　　名 事　業　内　容

１０月（予定）

瀬戸アグリトピア

１０月８日（日）・９日（月・祝）
（予定）

三崎フェリー乗り場

１０月１４日（土）・１５日（日）
（予定）

三机須賀公園他

１０月２１日（土）・２２日（日）
（予定）

伊方中学校グラウンド他

１１月（予定）

道の駅　瀬戸農業公園

１１月１２日（日）（予定）

伊方町瀬戸地区

１２月上旬～１月中旬（予定）

伊方町湊浦　伊方中学校周辺

通年

奥内の棚田

通年 ※休館日（水）、12/28～1/4

芝不器男記念館

通年 ※休館日（水）、12/28～1/4

目黒ふるさと館

４月、１１月（予定）

河後森城跡

４月２日（日）

松野町内

８月１３日（日）

虹の森公園周辺

第２８回まつの桃源郷マラソン
大会

桃の花や桜の花がきれいに咲く美しいコースで
す。気持ちのいい春の気候の中、アップダウン
が小刻みに続きます。

森の国の夏祭り２０１７

虹の森公園、大門橋上周辺を主会場とする夏祭
り。四万十流域のグルメが集う「森の国の大お
きゃく」や和太鼓やダンスのステージショー、
「自称日本一の花火大会」は迫力満点！

河後森城史跡見学会

要害の地にそびえた県下最大級の中世山城跡で
国の指定史跡。現在、遺構の一部が忠実に復
元、整備されており、年2回植生や景観につい
て検討するため見学会を開催します。

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

三崎地区秋祭り
江戸初期から続く「牛鬼と四ッ太鼓の合戦」を
行います。

瀬戸地区秋祭り

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

佐田岬マラソン大会
宇和海を一望でき、遠く九州も見渡せる風光明
媚なコースを走ります。

しあわせイルミネーション
豊かで明るいまちづくりを願って「伊方中学
校」周辺で灯されるイルミネーション。今年も
伊方の町に柔らかな明かりが彩りを添えます。

奥内の棚田及び農山村景観
広見川支流の奥内川沿いの山間部に位置し、江
戸時代中期以降に形成された「日本の棚田百
選」にも認定されている地区です。

各地区ごとに様々な民族芸能を行います。

伊方地区秋祭り 各地区ごとに様々な民族芸能を行います。

芝不器男記念館

昭和初期の俳壇に彗星のごとく現れ、その天賦
の才で注目を浴びた芝不器男の生家を記念館と
して保存。館内には、不器男直筆の短冊や日記
帳などゆかりの品々が展示されています。

目黒ふるさと館

江戸時代の裁判を今に伝える資料館。境界争い
に関する江戸幕府の裁定資料を展示。当時の地
形を示した目黒山形（模型）並びに関係する絵
図・古文書類は、国の重要文化財に指定されて
います。
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期　　　日

会　　　場

会
場
地

事　　業　　名 事　業　内　容

１０月２９日（日）

予土県境地域（宇和島市、松野町、
四万十市）

１１月２日（木）・３日（金・祝）

松野町コミュニティーセンター他

１１月２６日（日）

松野町内

通年　※休館日（月、祝）

鬼北町明星が丘施設

５月初旬

鬼北町中央公民館（集合場所）

５月中旬～６月中旬

鬼北町大宿地区の棚田

７月下旬

成川渓谷休養センター下駐車場

８月６日（日）（予定）

開会式：清家興業倉庫（元・愛媛建
設倉庫）前広場

９月

鬼北町明星ヶ丘施設駐車場

１０月～１１月

国史跡等妙寺旧境内

１１月上旬

広見体育センター

１１月中旬

広見体育センター

１月２日（月）～１２月２８日
（木）

馬瀬山山頂公園

宇和海展望タワー
回転昇降式の展望室が地上107ｍ・海抜260ｍま
でゆるやかに上昇し、足摺宇和海国立公園の美
しさを360°の大パノラマで堪能できます。

きほく作品展
絵画・工芸・手芸・陶芸・書道・写真・文芸作
品・盆栽など町民の力作を一堂に展示します。

きほく芸能まつり
民舞や詩吟、合唱など、鬼北町内の様々な文化
団体が日頃の練習の成果を披露します。

穂田るの里の幻灯火

山間にある棚田を利用して約800個の明かりが
ともります。この時期は数多くのホタルが飛び
交い、カエルの鳴き声や川のせせらぎなど、天
然のBGMが聞こえてきます。

成川渓谷ピザ祭り

鬼北町産の夏野菜を使ったピザ祭りを開催しま
す。場内に設置された窯でピザ作り体験。多彩
なトッピングから自分流にアレンジしたピザを
味わいませんか。

四万十・源流広見川上り駅伝大
会

広見川に親しむことで自然を守る心を養い、心
豊かなふるさとづくりを推進することを目的
に、下流から上流までの4.7キロを8区間に分
け、駅伝方式で流れに逆らって走るユニークな
駅伝です。

ひよし星降るキャンドル・鬼の
里の夜神楽

昭和初期の面影を残す下鍵山の町並を、ペット
ボトルを再利用した灯籠が美しく彩ります。
また、鬼の里の夜神楽では、地元富母里神楽の
ほか近隣の神楽団体が集い共演します。

明星が丘施設常設展

明星が丘施設には、歴史民俗歴史資料館、武左
衛門一揆記念館、大野作太郎地質館、明星草
庵、井谷家住宅など、鬼北町の歴史・文化が
ギュッとつまっています。

山岳信仰遺跡めぐりトレッキン
グ

鬼が城山系（南予アルプス）の山岳霊場遺跡を
めぐり、当時の歴史文化に触れつつ、四季折々
の自然を眺めながらトレッキングを実施しま
す。

等妙寺ウォーキング
史跡地周辺の山岳霊場遺跡をめぐり、当時の歴
史・文化に触れつつ、散策を楽しみながら学ぶ
ことができます。

松野四万十バイクレース２０１
７

最長130㎞に及ぶコースをMTBで走り抜く過酷な
自転車レース。ふるまいやおもてなし、獅子
舞、鎧武者、和太鼓による応援などもあり、ツ
ラいけど楽しい！大冒険イベントです。

森の国文化祭
書道、華道、写真、俳句、児童・生徒作品等の
展示や、和太鼓、日舞、スポーツダンス等の芸
能大会を開催します。

森の国戦国武者伝走

戦国武者になったランナーが、歴史文化にちな
んだチェックポイントを走り抜けるユニークな
駅伝大会。タイム、甲冑の出来やパフォーマン
スも表彰対象で、上位入賞チームには賞品も。

松
野
町

鬼
北
町

愛
南
町



期　　　日

会　　　場

会
場
地

事　　業　　名 事　業　内　容

１月２日（月）～１２月２８日
（木）

馬瀬山山頂公園

５月２８日（日）

愛南漁協御荘中央卸売市場前広場

８月６日（日）

城辺商店街

８月１４日（月）

愛南町久良（弘誓寺古木庵）

８月２１日（月）

平城商店街

９月１日（金）

愛南町増田（安養寺）

１１月３日（金・祝）

愛南町内

１１月上旬

愛南町御荘文化センター・城の辺学
習館

１１月中旬～下旬

愛南町御荘文化センター･愛南町Ｄ
Ｅ･あい･２１

１２月５日（火）

愛南町正木（歓喜光寺ほか）

愛南町の秋祭り

愛南町文化祭

トレッキング・ザ・空海あいな
ん

正木の花取り踊り

カツオや愛南ゴールド（河内晩柑）をはじめと
する愛南町の旬の特産品をPRする食のイベント
を盛大に開催します。

商店街に設けた特設ステージを中心に、ステー
ジイベントやバンド演奏などが行われ、多くの
人で賑います。

愛媛県の無形民俗文化財に指定された芸能で、
戦国期の在地領主の霊を慰めるために古くから
踊られている芸能です。

商店街や河川敷特設ステージを中心に、多くの
人で賑います。フィナーレには仕掛け花火が夜
空を彩ります。

愛媛県の無形民俗文化財に指定された芸能で、
400年以上にわたり踊られていると伝えられる
太刀踊りの一種です。

町内統一地方祭、愛南町指定無形民俗文化財で
ある鹿踊り、神輿や四ツ太鼓（布団太鼓）が町
内各地域を練り歩きます。

愛南町文化協会員が、発表部門と展示部門に分
かれて日頃の練習の成果を2日間にわたり発表
します。

四国遍路の中で、名所である松尾峠から柏坂を
2日間かけて踏破するウォーキングイベント
で、空海の足跡をたどります。

愛媛県の無形民俗文化財に指定された土佐を起
源とする太刀踊りの一種で、往時の風情が感じ
られる厳かな芸能です。

紫電改展示館
海底より引き揚げた日本に唯一機現存する、太
平洋戦争末期に活躍した旧海軍最新鋭の戦闘機
「紫電改」を展示保存しています。

ぎゅぎゅっと愛南！夏の陣～海
と山を喰らう～

愛南町城辺夏まつり

久良の能山踊り

愛南町御荘夏まつり

はなとりおどり

愛
南
町


