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日　程 イ ベ ン ト 会 　 場 掲載ページ
10 月２日（日） オープニングイベント オンライン配信 P2

10 月 18 日（火） 秋季県展　前期 10月18日（火）〜10月25日（火）
　　　　　後期 10月28日（金）〜11月4日（金） 県美術館南館 P5

10 月 23 日（日） えひめ愛顔の子ども芸術祭 えひめこどもの城 P10

10 月 29 日（土）
総合フェスティバル 県民文化会館 メインホール P2、裏表紙
いけばな展　10月29日（土）・10月30日（日） 県民文化会館 県民プラザ P2

11 月５日（土） 東温市文化祭オープニングフェスティバル
〜生演奏と民話の世界〜 坊っちゃん劇場 P5

11 月６日（日）
将棋大会 県民文化会館 別館 P2
合唱公演 コスモスホール三間 P3
ジャズ公演 IYO夢みらい館 文化ホール P3

11 月 12 日（土） 俳句大会 県民文化会館 真珠の間 P4

11 月 13 日（日）
吟詠剣詩舞公演 県民文化会館 メインホール P3
演劇公演 県民文化会館 サブホール P3
短歌大会 県民文化会館 真珠の間 P4

11 月 17 日（木） 高等学校総合文化祭
11月17日（木）〜 11月20日（日） 県民文化会館 ほか P10

11 月 20 日（日） Brave Heart楽団　今治発ファーストコンサート カトリック今治教会 P5

11 月 23日（水・祝）

囲碁大会 県民文化会館 真珠の間 P2
邦楽・邦舞公演 松前総合文化センター P3
連句大会 県民文化会館 本館5、7会議室 P4
現代詩大会 県民文化会館 別館11会議室 P4
中学生美術作品展　11月23日（水・祝）〜11月27日（日） 県美術館南館 P5
光の芸術　灯篭ワークショップ 東温市川内体育センター P5

11 月 26 日（土）

モダンダンス公演 県民文化会館 サブホール P3
えひめ生涯学習 “夢”まつり
11月26日（土）・11月27日（日） 県民文化会館 P10

えひめ・まつやま産業まつり「すごいもの博2022」
11月26日（土）・11月27日（日） 松山市城山公園 P10

11 月 27 日（日）
吹奏楽公演 県民文化会館 メインホール P3
漢詩大会 エスポワール愛媛 文教会館 P4

12 月１日（木）
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”
12月１日（木）〜 12月11日（日）

県美術館 P10

12 月４日（日） 子ども伝統文化フェスタ 県民文化会館 サブホール ほか P2

12 月 25 日（日） 障がい者芸術文化祭
“愛顔ひろがるえひめの舞台芸術” IYO夢みらい館 P10

誌上開催 川柳大会 誌上開催 P4
市町開催事業・協賛事業 P6 〜

［県民総合文化祭スケジュール］

　ごあいさつ  愛媛県県民総合文化祭実行委員会会長 　土居 英雄

　令和４年度県民総合文化祭は「今、乗り越えて花開く　文化の大輪」をテーマ
に県内各地で多彩なイベントを開催いたします。
　県民総合文化祭のスタートを告げるオープニングイベントを皮切りに、多彩
なジャンルの催しが展開される総合フェスティバル、各市町主催事業や民間団
体による協賛事業、文化による地域活性化やまちづくりを目的とした企画公募
事業など、様々なイベントで愛媛の文化の華を咲かせます。
　緊迫した世界情勢や長引くコロナ禍など、私たちは様々な困難に直面してい
ますが、このような時代の流れを乗り切り、先人が守り育ててきた文化をさら
に発展させ、明るい未来に繋いでいくことを願っております。
　最後になりましたが、県民総合文化祭の開催にあたり、格別のご支援とご協力
を賜りました関係の皆さまに深く感謝を申し上げます。

1



県民総合文化祭のオープニングを飾るイベン
トとして、高校生による郷土芸能の発表や映
像作品の上映に加え、瀬戸内を拠点
とするアイドルグループ「STU48」
によるスペシャルライブも！
日　時：10 月２日（日）14:00 〜 15:00
場　所：オンライン配信
　　　　※会場への入場はできません。
お問合せ：愛媛県文化振興課
　　　　☎ 089-947-5581

県民総合文化祭のメインイベント。国内外で
活躍する様々なジャンルのアーティストのす
ばらしい演技や高校生等との若い力との共演
による華やかな舞台をお届けします。詳細は、
裏表紙をご覧ください。
日　時：10 月 29 日（土）13:30 〜 16:00
場　所：愛媛県県民文化会館 メインホール
入場料：無料　※入場券（全席指定）が必要
お問合せ：愛媛県文化振興課
　　　　☎ 089-947-5581

子どもを対象とした伝統文化に親しむための
フェスティバル。伝統文化・芸能を受け継ぐ
子どもたちの舞台発表や作品展示のほか、体
験コーナー、水引体験ワークショップ、お楽
しみ抽選会を開催します。
日　時：12 月４日（日）10:00 〜 16:00
場　所：愛媛県県民文化会館 サブホール ほか
入場料：無料　※一部体験は有料（材料費のみ）
お問合せ：愛媛県文化振興課
　　　　☎ 089-947-5581

オープニングイベント 総合フェスティバル 子ども伝統文化フェスタ

知事杯を目指し、４階級別にトーナメント方式で対局。
※ 参加申込方法：電話、またはハガキに住所、氏名、

年齢、電話番号、段（級）位を明記し、（一財）愛
媛棋道協会囲碁センター（松山市大街道 3-2-3　
愛媛銀行大街道ビル２階）まで。当日参加も可能。

日　時：11 月 23 日（水・祝）10:00 〜 20:00
場　所：愛媛県県民文化会館 真珠の間
入場料：無料
お問合せ：（一財）愛媛棋道協会囲碁センター
　　　　　☎ 089-945-7668

囲碁大会
知事杯を目指し、段（級）位に応じたクラス分
けを行い、各クラスで予選リーグ後、トーナ
メント方式により競っていただきます。
日　時：11 月６日（日）10:00 〜 20:00
場　所：愛媛県県民文化会館 別館
参加料：1,000 円
　　　　　※ 新型コロナウイルス感染予防のため、

入場人数を制限する場合があります。
お問合せ：日本将棋連盟愛媛県支部連盟（児島）
　　　　☎ 090-8974-5538

将棋大会
愛媛県華道会、愛媛県いけばな芸術協会によ
る多彩ないけばな作品の展示発表。
日　時：10 月 29 日（土）10:00 〜 17:00
　　　　10 月 30 日（日）10:00 〜 16:00
場　所：愛媛県県民文化会館 県民プラザ
入場料：無料
お問合せ：愛媛県文化振興課
　　　　☎ 089-947-5581

いけばな展

フェスティバル事業フェスティバル事業

生活文化事業生活文化事業
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少年少女合唱団や一般の合唱団など県内の各
分野の合唱団が一堂に集い、合唱の発表を行
います。
日　時：11 月６日（日）13:00 〜 16:00
場　所：コスモスホール三間
入場料：無料
お問合せ：愛媛県合唱連盟事務局
　　　　☎ 080-1995-8937

合唱公演

県内各地で活躍する舞踊団体による幅広い
ジャンルの創作舞踊の公演。合同作品は智詠

（ギター）氏とのコラボの再演。
日　時：11 月 26 日（土）15:00 〜 17:00
場　所：愛媛県県民文化会館 サブホール
入場料：無料
お問合せ：愛媛現代舞踊協会（阿部）
　　　　☎ 0898-41-6037

モダンダンス公演

県内の各流派が一堂に会し、和歌や漢詩を吟
じる吟詠と剣や扇を用いて舞う剣舞・詩舞を
披露します。
日　時：11 月 13 日（日）12:30 〜 16:00
場　所：愛媛県県民文化会館 メインホール
入場料：無料
お問合せ：愛媛県文化振興課
　　　　☎ 089-947-5480

吟詠剣詩舞公演

日本古来の伝統芸能である三曲、日舞、能楽、
長唄、琵琶の各団体が一堂に会し、演目を披
露します。
日　時：11 月 23 日（水・祝）12:00 〜 16:30
場　所：松前総合文化センター
入場料：無料
お問合せ：愛媛県文化振興課
　　　　☎ 089-947-5581

邦楽・邦舞公演
県内で活躍している劇団が、皆さんを素敵な
演劇の世界に誘います。
日　時：11 月 13 日（日）13:00 〜 16:00
場　所：愛媛県県民文化会館 サブホール
入場料：無料
お問合せ：愛媛県文化振興課
　　　　☎ 089-947-5581

演劇公演

県内で演奏活動中の、ジャズ大好きなミュー
ジシャンが熱演します。ジャズファンも、食
わず嫌いな人も、一緒にスイングしましょう !
日　時：11 月６日（日）14:00 〜 17:00
場　所：IYO 夢みらい館 文化ホール
入場料：無料
　　　　※入場整理券が必要（未就学児入場不可）
お問合せ：えひめジャズネットワーク（栗田）
　　　　☎ 090-2890-8304

ジャズ公演

県内各地で活躍している一般吹奏楽団が一堂
に集い、ポップスからクラシックまでの幅広
いジャンルの吹奏楽をお届けします。
日　時：11 月 27 日（日）14:00 〜 16:30
場　所：愛媛県県民文化会館 メインホール
入場料：無料　※入場整理券が必要
お問合せ：愛媛県文化振興課
　　　　☎ 089-947-5581

吹奏楽公演

舞台芸術事業舞台芸術事業
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参加者による朗読・ディスカッションと、
「2022 愛媛詩集」の作成・配布を行います。
日　時：11 月 23 日（水・祝）13:00 〜 16:30
場　所：愛媛県県民文化会館
　　　　別館第 11 会議室
参加料：無料
お問合せ：愛媛詩話会（森原）
　　　　☎ 089-931-1931

現代詩大会

県俳句協会が主体となり、募集句・当日句の
表彰や講評、また講演などを行います。
日　時：11 月 12 日（土）12:00 〜 16:30
場　所：愛媛県県民文化会館 真珠の間
参加料：無料
お問合せ：愛媛県俳句協会（松本）
　　　　☎ 089-958-6417

俳句大会
連句の面白さやルール解説など、初心者のた
めの連句実作入門講座や参加者による連句実
作会も開催します。
日　時：11 月 23 日（水・祝）10:00 〜 16:20
場　所：愛媛県県民文化会館
　　　　本館第 5・７会議室
参加料：無料
お問合せ：愛媛県連句連盟（岡田）
　　　　☎ 089-923-9663

事前に募集した作品の中から優秀作品等を選
定し、川柳大会の誌面で紹介します。
日　時：誌上開催
場　所：誌上開催
参加料：1,000 円
お問合せ：愛媛県川柳文化連盟（大前）
　　　　☎ 089-952-6774

川柳大会

連句大会
講演、応募短歌の歌評、入選作品の表彰など
を行います。
日　時：11 月 13 日（日）10:00 〜 15:30
場　所：愛媛県県民文化会館 真珠の間
参加料：無料
お問合せ：愛媛歌人クラブ（檜垣）
　　　　☎ 090-8972-5792

短歌大会

事前に募集した作品の中から優秀作品を選定
し、表彰や吟詠剣詩舞披露などを行います。
日　時：11 月 27 日（日）13:00 〜 16:30
場　所：エスポワール愛媛 文教会館
参加料：無料
お問合せ：愛媛漢詩連盟（片岡）
　　　　☎ 089-979-1224

漢詩大会

文芸分野事業文芸分野事業
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●秋季県展移動展
日時・期間 場　所 入場料 みどころ お問合せ

四国中央市
12/ ３（土）～12/11（日）
休館日：12/6（火）
9:00 〜 17:00

しこちゅ〜ホール
（市民文化ホール） 無料

第 71 回秋季県展に入選した作品の
うち、四国中央市からの出品作品を
中心に展示します。

四国中央市
文化・スポーツ振興課
☎ 0896-28-6043

新居浜市
11/10（木）～11/22（火）
休館日：11/14（月）・11/21（月）
9:30 〜 17:00（最終日は 15:00 まで）

新居浜市美術館
（あかがねミュージアム） 無料

書道・日本画・洋画・工芸・写真・
デザイン・版画など県展の入選作品
を展示。

県展新居浜美術会
事務局
☎ 0897-65-3580

今治市
11/26（土）～ 12/ ４（日）
休館日：11/28（月）
9:00 〜 17:00（最終日は 15:00 まで）

今治市河野美術館 無料 県内最大の美術展である県展を、身近
な場所で鑑賞できる機会を提供する。

今治市産業部交流振興
局文化振興課
☎ 0898-36-1608

八幡浜市
R5.1/6（金）～ 1/18（水）
休館日：1/10（火）・1/16（月）
10:00〜18:00（最終日は 17:00 まで）

八幡浜市美術館
八幡浜市民文化
活動センター内

無料
第 71 回秋季県展に入選した作品の
うち、八幡浜市からの出品作品を中
心に展示します。

八幡浜市教育委員会
生涯学習課
☎ 0894-36-3040

鬼北町 11/18（金）～ 11/20（日）
9:00 〜 17:00 広見体育センター 無料

県内の美術を志す者の登竜門として
大きな役割を果たしている県展の移
動展がやって来る。

鬼北町教育課
☎ 0895-45-1111

（内線 4112）

一般県民から作品を募集し、優秀作品を展示します。前期は、洋画、版画、写真、
デザイン。後期は、日本画、彫刻、工芸、書道です。
日　時：前期／ 10 月 18 日（火）～ 10 月 25 日（火）
　　　　後期／ 10 月 28 日（金）～ 11 月４日（金）※前・後期とも最終日は 15:00 まで
場　所：愛媛県美術館南館
入場料：一般 600 円、高大生 400 円、65 歳以上 400 円  ※身障者、小中生は無料です。その他、団体割引あり。
お問合せ：愛媛県美術会県展事務局　☎ 089-993-7224

県内の中学生が自由な発想で制作した魅力あふれる作品を展示します。
日　時：11 月 23 日（水・祝）～ 11 月 27 日（日）
　　　　9:40 〜 18:00（初日は午後から、最終日は 16:00 まで）
場　所：愛媛県美術館南館 県民ギャラリー 1・2
入場料：無料
お問合せ：愛媛美術教育連盟（砥部町立砥部中学校内／小倉）☎ 089-962-2008

   第71 回秋季県展

   中学生美術作品展

企画公募事業企画公募事業

美術関係事業美術関係事業

俳優 脇山尚美と渡辺輝世美が松山市の作曲家 
中村和憲とタッグを組み、愛媛県民が愛する詩
人「坂村眞民」のオリジナル民話を初披露。芝
居仕立ての楽しい民話の世界にいざないます。
日　時：11月５日（土）15:00 〜 16:30（開場 14:30）
場　所：坊っちゃん劇場
入場料：500 円
お問合せ：東温市文化協会事務局（宮﨑）
　　　　☎ 089-964-1500

東温市文化祭オープニングフェスティバル
～生演奏と民話の世界～ 灯篭ワークショップでは、参加するみなさんの個性に

合わせた「ことば」や「絵」を描いたオリジナルの灯
篭を作ります。完成した灯篭は、会場内で点灯式を行
い、それぞれの願いを灯篭に託したいと思います。
日　時：11 月 23 日（水・祝）13:00 〜 17:00
場　所：東温市川内体育センター
参加料：無料
お問合せ：みならミュージカルフレンズ（新

しん

名
みょう

）
　　　　☎ 080-5665-6197
※ 仕事の都合で電話に出られないこともありますので、留守番電

話にメッセージいただくか、折り返しかけ直しますのでその点
ご了承ください。メール :mshinmyopic@icloud.com

光の芸術　灯篭ワークショップ

カラダやココロに病や障がいを抱えている子ど
も達が中心の楽団です。心のサプリメント『音楽』
を通して、笑顔と感謝の気持ちを大切に社会貢
献できる人材を育成する目的で結成しました。
日　時：11月 20 日（日）14:30 〜 15:15（開場 14:00）
場　所：カトリック今治教会
入場料：無料
お問合せ：一般社団法人 Brave Heart 楽団（竹之下）
　　　　☎ 090-1964-0707

Brave Heart 楽団
今治発ファーストコンサート

（ 　  　　）
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今治市

今治市

今治市

今治市

今治市

今治市

今治市

今治市

　　 　吉海文化芸能祭
認定こども園・小中学校の児童生徒及び地域住民等による
書道、絵画等の作品展示等を実施。　　　　　　　　　　　　　　

日　程：10 月 22 日（土）9:00 〜 16:00
　　　　10 月 23 日（日）9:00 〜 15:00
場　所：今治市吉海学習交流館
参加料：無料
お問合せ：今治市吉海地域教育課　☎ 0897-84-2111

　　 　第 40 回今治文化芸術祭
寿太鼓・洋舞・三曲・民謡民舞新舞踊・謡曲・詩吟・音楽の舞台
発表や俳句・川柳・短歌大会、いけばな展、お茶会を開催。　　　

日　程：10 月 22 日（土）【洋舞】13:00 〜 14:50
　　　　10 月 23 日（日）【寿太鼓】13:00 〜 13:30
　　　　　　　　　　　　 【洋舞】13:45 〜 17:00
　　　　10 月 30 日（日）【お茶会】10:00 〜 14:30
　　　　　　　　　　　　 【三曲・民謡民舞新舞踊】
　　　　　　　　　　　　　　　　　10:00 〜 14:10（予定）
　　　　　　　　　　　　 【短歌大会】13:00 〜 16:30
　　　　11 月  ６日（日）【俳句大会】9:30 〜 12:00
　　　　　　　　　　　　 【謡曲】11:00 〜 12:00
　　　　　　　　　　　　 【詩吟】13:00 〜 15:00
　　　　　　　　　　　　 【川柳誌上大会】※会場での開催なし
　　　　11 月 13 日（日）【音楽祭】12:00 〜 16:00（予定）
　　　　令和５年２月 25 日（土）【いけばな展】9:30 〜 20:00
　　　　　　　　２月 26 日（日）【いけばな展】9:30 〜 16:00
場　所：今治市中央公民館･今治市総合福祉センター・今治市河野美術館
参加料： 【お茶会】お茶券 600 円、【短歌大会】投句料 2,000 円（学

生は無料）、その他は無料
お問合せ：今治市産業部交流振興局文化振興課　☎ 0898-36-1608

　　 　上浦・大三島合同文化まつり
両文化協会会員の作品展示と芸能発表及びお茶席、
各種バザー等の催し。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

日　程：未定
場　所：今治市上浦歴史民俗資料館（芸術会館）
参加料：無料
お問合せ：今治市上浦地域教育課　☎ 0897-87-3000
　　　　今治市大三島地域教育課　☎ 0897-82-0500　

　　 　関前文化祭
小学校の児童をはじめ地域の各種団体等による文化の発表会。　　

日　程：11 月３日（木・祝）10:00 〜 15:00
場　所：今治市関前開発総合センター
参加料：無料
お問合せ：今治市関前地域教育課　☎ 0897-88-2211

　　 　伯方文化祭
芸能の部・お茶席・囲碁大会（11 月３日のみ）、展示の部（両日）  

日　程：11 月３日（木・祝）9:00 〜 17:00
　　　　11 月４日（金）9:00 〜 12:00
場　所：今治市伯方公民館 他
参加料：無料
お問合せ：今治市伯方地域教育課　☎ 0897-72-1500

　　 　大西文化祭
会員団体の日頃の活動の成果の発表　　　　　　　　　　　　　　

日　程：11 月５日（土）13:00 〜 17:00
　　　　11 月６日（日）10:00 〜 15:00
場　所：今治市大西公民館
参加料：無料
お問合せ：今治市大西地域教育課　☎ 0898-53-3500

　　 　菊間文化祭
芸能発表、各展示等の実施。　　　　　　　　　　　　　　　　　

日　程：11 月６日（日）9:00 〜 16:30
場　所：今治市菊間公民館
参加料：無料
お問合せ：今治市菊間地域教育課　☎ 0898-54-5310

　　 　玉川ふれ愛まつり
玉川地域の産業、福祉、健康、文化の作品展示や紹介、
また団体等による芸能大会　　　　　　　　　　　　　　　　　　

日　程：11 月６日（日）9:30 〜 14:00
場　所：玉川総合公園グリーンピア玉川
参加料：無料
お問合せ：今治市玉川地域教育課　☎ 0898-55-2701

市町開催事業市町開催事業
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砥部町

砥部町

今治市

新居浜市

新居浜市

西条市

西条市

西条市

西条市

今治市

今治市

今治市

市町開催事業市町開催事業

　　 　令和４年度丹原地域総合文化祭
芸能発表、美術展、お茶席　　　　　　　　　　　　　　　　　　

日　程：10 月 22 日（土）10:00 〜 17:00
　　　　10 月 23 日（日）10:00 〜 16:00
場　所：西条市丹原文化会館
参加料：無料
お問合せ：西条市教育委員会社会教育課内丹原文化協会事務局
　　　　☎ 0897-52-1628

　　 　第74 回西条地域秋季市民芸術文化祭
芸能祭、美術展　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

日　程：10 月 29 日（土）10:00 〜 17:00
　　　　10 月 30 日（日）10:00 〜 16:00
場　所：西条市総合文化会館、五百亀記念館
参加料：無料
お問合せ：西条市教育委員会社会教育課内西条文化協会事務局
　　　　☎ 0897-52-1628

　　 　第41回東予地域文化祭
芸能発表、美術展、文芸作品展、生花展、お茶席、
小中学校児童生徒作品展、バザー　　　　　　　　　　　　　　　

日　程：11 月５日（土）9:00 〜 17:00
　　　　11 月６日（日）9:00 〜 15:00
場　所：西条市中央公民館、西条市東予体育館
参加料：無料
お問合せ：西条市教育委員会社会教育課内東予文化協会事務局
　　　　☎ 0897-52-1628

　　 　第43 回西条市小松文化祭
作品展示（会員・小中高校生・一般・特別展示）、
演芸発表（会員・ジュニア）、イベント・即売コーナー

（テイクアウトのみ）、お茶席、地域こども文化体験教室　　　　　

日　程：11 月 12 日（土）9:00 〜 17:00
　　　　11 月 13 日（日）9:00 〜 16:00
場　所：小松公民館　　入場料：無料
お問合せ：西条市小松文化協会事務局（西条市小松公民館）
　　　　☎ 0898-72-2631

　　 　砥部町映画上映会・トークショー
　　 　～芸術文化フェスタ関連事業～
芸術文化フェスタの関連事業として初の開催。「家族」を題材と
した映画で、舞台挨拶・トークショーもあります。　　　　　　　

日　程：11 月３日（木・祝）14:00 〜 16:00
場　所：砥部町文化会館ふれあいホール
入場料：無料（町民限定・事前申し込み必要）
お問合せ：砥部町中央公民館　☎ 089-962-4822

　　 　広田ふるさとフェスタ
郷土芸能発表、歌謡ショー等の各種ステージイベントなどが
行われる、広田地域恒例のイベントです。　　　　　　　　　　　

日　程：11 月６日（日）9:00 〜 16:00
場　所：砥部町ひろた交流センター
入場料：無料
お問合せ：砥部町ひろた交流センター　☎ 089-969-2111

　　 　宮窪文化祭
認定こども園・小中学校の児童生徒及び地域住民等による
書道、絵画等の展示等を実施。　　　　　　　　　　　　　　　　

日　程：11 月上旬（予定）
場　所：宮窪公民館
参加料：無料
お問合せ：今治市宮窪地域教育課　☎ 0897-86-3238

　　 　朝倉地域文化祭
保育園・小中学校・文化協会団体・各サークル等展示　　　　　　

日　程：11 月 12 日（土）9:00 〜 19:00
　　　　11 月 13 日（日）9:00 〜 16:00（予定）
場　所：今治市朝倉公民館
参加料：無料
お問合せ：今治市朝倉地域教育課　☎ 0898-56-2024

　　 　第 71回秋季県展今治移動展
県内最大の美術展である県展を、身近な場所で
鑑賞できる機会を提供する。　　　　　　　　　　　　　　　　　

日　程：11 月 26 日（土）〜 12 月４日（日）9:00 〜 17:00（予定）
　　　　※月曜日休館。最終日は 15:00 まで
場　所：今治市河野美術館
入場料：無料
お問合せ：今治市産業部交流振興局文化振興課
　　　　☎ 0898-36-1608

　　 　2022 波方産業文化祭
活力ある産業と文化の創造を目指して農産物品評会、
文化作品展示、バザーなど開催。　　　　　　　　　　　　　　　

日　程：11 月 27 日（日）9:00 〜 14:30（予定）
場　所：波方公民館 他
参加料：無料
お問合せ：今治市波方地域教育課　☎ 0898-41-7111

　　 　第 72 回新居浜市美術展覧会
書道・日本画・洋画・写真・デザイン・工芸・版画・華道作品を
展示します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

日　程：10 月 28 日（金）〜 11 月５日（土）9:30 〜 17:00
　　　　※最終日は 15:00 まで。休館日 10 月 31 日
場　所：あかがねミュージアム
入場料：無料
お問合せ：新居浜市文化振興課　☎ 0897-65-1554

　　 　第71回秋季県展新居浜移動展
書道・日本画・洋画・工芸・写真・デザイン・版画など
県展の入選作品を展示します。　※市共催事業　　　　　　　　　

日　程：11 月 10 日（木）〜11 月 22 日（火）9:30 〜 17:00
　　　　※最終日は 15:00 まで。休館日 11 月 14 日・21 日
場　所：あかがねミュージアム
入場料：無料
お問合せ：県展新居浜美術会事務局　☎ 0897-65-3580
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砥部町

久万高原町

久万高原町

市町開催事業市町開催事業

西予市

西予市

西予市

　　 　西予市総合文化祭
　　 　第 49 回宇和町ふるさと芸能祭
文化協会会員による芸能発表などを行います。　　　　　　　　　

日　程：11 月６日（日）
場　所：宇和文化会館
入場料：無料
お問合せ：西予市スポーツ・文化課　☎ 0894-62-6416

　　 　令和４年度 野村町文化祭
展示会と芸能発表会を行います。
一丸となって最高の舞台をお届けします。　　　　　　　　　　　

日　程：11 月上旬頃　10:00 〜 16:00 頃
場　所：西予市乙亥会館
入場料：無料
お問合せ：西予市教育委員会野村教育課　☎ 0894-72-1117

　　 　芸術文化フェスタ
砥部町最大の文化の祭典。町内各教室の作品展示や幅広い分野の
芸能舞台を堪能できる２日間です。　　　　　　　　　　　　　　

日　程：11 月 19 日（土）〜 11 月 20 日（日）9:00 〜 17:00
場　所：砥部町中央公民館　他
入場料：無料
お問合せ：砥部町中央公民館　☎ 089-962-4822

　　 　久万地区芸能発表会
久万文化協会のメインイベント。各グループが日頃の成果を
披露します。華やか舞台をぜひ、ご覧ください。　　　　　　　　

日　程：11 月 20 日（日）
場　所：久万高原町産業文化会館
入場料：無料
お問合せ：久万高原町教育委員会　☎ 0892-21-0139

　　 　第17 回久万高原町舞踊発表会
舞踊グループが日頃の成果を披露します。
華やか舞台をぜひ、ご覧ください。　　　　　　　　　　　　　　

日　程：12 月（未定）
場　所：久万高原町産業文化会館
入場料：無料
お問合せ：久万高原町教育委員会　☎ 0892-21-0140

　　 　西予市総合文化祭
　　 　第１７回宇和町文化祭
文化協会会員による作品展示などを行います。　　　　　　　　　

日　程：11 月５日（土）〜 11 月６日（日）
場　所：宇和体育館
入場料：無料
お問合せ：西予市スポーツ・文化課　☎ 0894-62-6416
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新居浜市

四国中央市

四国中央市

宇和島市

宇和島市

宇和島市

松前町

松山市

松山市

松山市

松山市

松山市

　　 　第17 回宇和島市総合文化祭 俳句大会
市内俳句団体と一般応募者が参加し、秀作を選び、講評も行う。　

日　程：投句締切　８月 25 日（木）
　　　　講評会　　10 月１日（土）13:30 〜
場　所：講評会／きさいや広場市民ギャラリー
参加料：500 円
お問合せ：宇和島市文化協会事務局　☎ 0895-49-7033

　　 　松山市民文化祭　第41回美術展
美術愛好家の皆さんの約 400 点に及ぶ力作を鑑賞しませんか ?　 

日　程：９月 30 日（金）〜10 月４日（火）9:00 〜 18:00
　　　　※初日のみ 11:00 〜、10 月３日は閉展、10 月４日は 16:00 まで
場　所：松山市総合コミュニティセンター 企画展示ホール
入場料：無料
お問合せ：松山市文化協会　☎ 089-909-8008

　　 　第 64 回宇和島市民文化祭
　　 　テーマ「つなげよう文化の力 次世代へ」
宇和島市内の文化団体などが、日頃の活動の成果を発表します。　

日　程：10 月１日（土）〜 12 月４日（日）
場　所： 宇和島市立南予文化会館、宇和島市生涯学習センター（パ

フィオうわじま）、コスモスホール三間、吉田公民館、き
さいや広場、市庁舎ロビー等

入場料：無料
お問合せ：宇和島市民文化祭実施委員会事務局
　　　　☎ 0895-49-7033

　　 　松山市民文化祭　第41回芸術祭
　　 　「伝統芸能と現代芸能の祭典」
出演者の熱演を、あなたも応援しませんか？　　　　　　　　　　 

日　程：10 月 16 日（日）、10 月 23 日（日）10:00 〜 18:00
場　所：松山市民会館 大ホール　　入場料：無料
お問合せ：松山市文化協会　☎ 089-909-8008

　　 　第 67 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
市民の皆様に楽しんで頂く。　　　　　　　　　　　　　　　　　

日　程：10 月 23 日（日）　器楽・箏曲・尺八・洋舞・吟詠
　　　　10 月 30 日（日）　合唱
　　　　11 月   ３日（木）　吟詠・日舞・洋舞・器楽・民謡
　　　　各日とも 13:00 〜 16:00
場　所：新居浜市市民文化センター 大ホール
参加料：5 枚綴り 300 円、当日券 100 円
お問合せ：新居浜文化協会　☎ 0897-36-0874

　　 　第４回四国中央市文化祭
市文化協会加盟部会の作品展示、芸能発表を行う。　　　　　　　

日　程：前期　10 月 29 日（土）〜 10 月 30 日（日）
　　　　後期　11 月５日（土）〜 11 月６日（日）
場　所：しこちゅ〜ホール（市民文化ホール）　　入場料：無料
お問合せ：四国中央市文化・スポーツ振興課　☎ 0896-28-6043

　　 　第47 回まさき文化祭
芸能発表、各種作品展　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

日　程：10 月 29 日（土）〜 10 月 30 日（日）
場　所：松前総合文化センター　　入場料：無料
お問合せ：松前町教育委員会社会教育課　☎ 089-985-4135

　　 　愛媛県高齢者大学校同窓会
　　 　自主活動講座作品展
愛媛県高齢者大学校同窓会会員による陶芸、書道、水墨画、水彩画
各講座の活動成果である力作をご鑑賞ください。　　　　　　　　

日　程：11 月３日（木・祝）〜12 月 23 日（金）
場　所：県民文化会館別館展示室　　入場料：無料
お問合せ：愛媛県高齢者大学校（大野）　☎ 090-1004-9198

　　 　秋季生活文化部展示会
松山市文化協会会員が丹精込めて育てたつばき、バラ、
水石、帯結び、拓本をご鑑賞ください。　　　　　　　　　　　　

日　程：11 月５日（土）〜 11 月６日（日）
場　所：松山市総合コミュニティセンター コミュニティプラザ
観覧料：無料
お問合せ：松山市文化協会　☎ 089-909-8008

　　 　第38 回四国二期会愛媛支部公演
クラシックの演奏会。様々な歌曲、そして魅力的なオペラの場面を、
願い・祈りを歌声に込めてお届けします。　　　　　　　　　　　

日　程：11 月 11 日（金）18:00 〜 20:15
場　所：松山市民会館 中ホール
入場料：3,000 円（当日 3,500 円）
お問合せ：四国二期会愛媛支部　☎ 089-985-2274

　　 　第 76 回南予美術展
宇和島圏域で制作活動を行っている高校生以上を対象に、アンデパ
ンダン（無審査、無賞）形式で開催される愛媛県下で最も歴史のあ
る美術展です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

日　程：11 月 19 日（土）〜 11 月 23 日（水・祝）
場　所：宇和島市生涯学習センター（パフィオうわじま 1 階）
入場料：無料
お問合せ：宇和島市教育委員会文化・スポーツ課文化振興係
　　　　☎ 0895-24-1111（内線 2732）

　　 　第71回秋季県展四国中央市移動展
秋季県展作品のうち、洋画・日本画・書道・写真・デザイン部門
約 100 点を展示する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

日　程：12 月３日（土）〜12 月 11 日（日）9:00 〜 17:00
　　　　※休館日 12 月６日（火）
場　所：しこちゅ〜ホール（市民文化ホール）
入場料：無料
お問合せ：四国中央市文化・スポーツ振興課
　　　　☎ 0896-28-6043

協賛事業協賛事業
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［愛媛県高等学校総合文化祭日程表］

今年度は 111 作品の応募をい
ただき、審査の結果、採用１点、
佳作３点を選考しました。

本年度の表紙原画
デザイン募集結果

松山南高等学校１年

川
か わ

井
い

 一
い ち

華
か

 さん

坂
さ か

井
い

 進
しん

太
た

郎
ろ う

 さん

愛媛中央産業技術専門校

宇
う

野
の

 いぶき さん

愛媛中央産業技術専門校

益
ま す

田
だ

 哲
て つ

也
や

 さん

開催日 催　物 時　間 会　場
10/29 ㈯ 総合フェスティバル 13:30 〜 16:00 県民文化会館 メインホール

11/17 ㈭
  〜 20 ㈰

美術・工芸
書道・写真

17 〜 19 日 9:40 〜 18:00
20 日 美術・工芸 9:40 〜 14:00
　　　書道・写真 9:40 〜 15:00

県美術館南館１〜３階

11/19
㈯

パレード 14:30 〜 15:15 大街道商店街〜湊町銀天街商店街
合唱 13:00 〜 15:30 県民文化会館 サブホール
器楽・管弦楽 10:00 〜 12:00 県民文化会館 サブホール
郷土芸能 14:00 〜 16:30 県民文化会館 メインホール
マーチングバンド・
バトントワリング 11:30 〜 13:00 県民文化会館 メインホール

放
送

アナウンス

10:00 〜 16:00

県民文化会館 真珠の間Ａ
朗読 県民文化会館 真珠の間Ｂ
ビデオメッセージ 県民文化会館 真珠の間Ａ
オーディオ 県民文化会館 真珠の間Ａ

弁論 12:30 〜 15:30 県民文化会館 第８会議室

自然科学 10:00 〜 16:00 県総合科学博物館
多目的ホール・第１研修室

11/19 ㈯
  〜 20 ㈰

演劇 19 日 10:10 〜 17:30
20 日   9:30 〜 17:10 県生涯学習センター 県民小劇場

囲
碁

団体戦 19 日 10:00 〜 17:00 県民文化会館 第 5・7 会議室
個人戦 20 日 10:00 〜 17:00 県民文化会館　真珠の間Ｂ

小倉百人
一首かるた

個人戦 19 日   9:30 〜 17:00 県生活文化センター３階 大広間団  体  戦
個人戦決勝 20 日   9:30 〜 17:00

華道 19 日 10:00 〜 17:00
20 日 10:00 〜 15:00 県民文化会館 ２階ロビー

11/20
㈰

吹奏楽 8:55 〜 18:00 県民文化会館 メインホール
日本音楽 13:50 〜 16:30 県民文化会館 サブホール
吟詠剣詩舞 11:00 〜 12:30 県民文化会館 サブホール
将棋 10:00 〜 17:00 県民文化会館 真珠の間Ａ
文芸 9:50 〜 15:00 県民文化会館 第 5・6・7 会議室

「繋ぐ伝統　芽吹く創造　愛媛にきざむ新たな
記憶」をテーマに、20 の部門において、日
頃の芸術文化活動の成果を発表します。
※ 新型コロナウイルス感染症の感染状況等により、内

容や開催方法を変更することがございます。愛媛県
高等学校文化連盟のホームページを御確認ください。

　（https://koubunren.esnet.ed.jp/）

日　時：11月17 日（木）～20 日（日）
場　所：県内各所

12 月、県美術館にてアート作品
（絵画、書、陶芸、その他立体作品）
を展示し、来場者による投票で
観客賞を決定します。また、歌
や演劇などの舞台芸術活動に取
り組むワークショップを実施し、
12 月に IYO 夢みらい館（伊予
市文化交流センター）の文化ホー
ルで発表会を開催します。

障がい者芸術文化祭 えひめ愛顔の子ども芸術祭
えひめこどもの城の屋外
等に、子ども達が「森の
生命（いのち）」をテー
マに創作した作品を展示
します。10 月 23 日（日）
には、優秀作品の発表・
表彰を行います。

第36回愛媛県高等学校総合文化祭
生涯学習に取り組むグループによる楽器演奏
やダンスなどの学習成果をステージ発表する
ほか、アクセサリー作りや折り紙などの体験
コーナー、生涯学習センターや総合科学博物
館、歴史文化博物館、美術館などによる特設コー
ナー、おはなし会、スタンプラリーなど世代
を問わず楽しめる “ 夢 ” 満載のイベントです。
日　時：11 月 26 日（土）10:00 〜 16:00
　　　　11 月 27 日（日）10:00 〜 15:00
場　所：愛媛県県民文化会館〈入場無料〉

えひめ生涯学習“夢”まつり

県内の市町、商工団体、農林水産団体など出
展者による地域特産品の展示・販売、伝統工
芸品の製造実演。愛媛のいいもの、すごいもの、
美味しいものが大集合。（新型コロナウイルスの感
染状況によっては中止となることがあります。）

日　時：11 月 26 日（土）10:00 〜 15:30
　　　　11 月 27 日（日）10:00 〜 15:30
場　所：松山市城山公園〈入場無料〉

えひめ・まつやま産業まつり
「すごいもの博 2022」

日時・場所：12 月１日（木）10:00 ～12 月 11 日（日）16:00  愛媛県美術館〈入場無料〉
　　　　　　　12 月 25 日（日）11:00 〜 12:30、15:00 〜 16:30（二部公演）（予定） 

IYO 夢みらい館 文化ホール〈入場無料〉

日　時：10 月23 日（日）
場　所：えひめこどもの城（松山市西野町乙 108-1）〈入場無料〉
お問合せ：えひめこどもの城　☎ 089-963-3300　http://www.i-kodomo.jp

その他の県主催事業その他の県主催事業

佳  作
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申込者のお名前・ご住所・電話番号・同伴者（最大２名まで）のお名前を明記の上、メール・郵送・FAX のいずれかでお申込ください。
【受付開始】令和４年９月 20 日（火）　　【締切】令和４年 10 月７日（金）必着
【入場券の申込】愛媛県県民総合文化祭実行委員会　〒 790-8570 松山市一番町 4-4-2
　　　　　　　  TEL：089-947-5480　FAX：089-913-2617　E-mail：bunkashinko@pref.ehime.lg.jp

入場券申込方法 ※県庁等での整理券配布はいたしません。

●ご来場の際は、必ずマスクの着用をお願いします。　　 ●入場口での検温にご協力をお願いします。
●人と人との距離を確保していただくようお願いします。●体調不良の場合等は、参加を見合わせていただくようお願いします。
【お知らせ】�新型コロナウイルスの感染拡大の影響により、今年度は以下の事業を中止させていただきますのでご了承ください。
　　　　　��［生活文化事業］茶会　　　［舞台芸術事業］バレエ公演
● 各事業について、令和４年８月下旬現在の内容を掲載しています。今後の新型コロナウイルスの感染拡大等の情勢変化により、

事業の中止を決定する場合がございます。最新の情報は県ＨＰに掲載しますので、ご来場の際はあらかじめご確認ください。

新型コロナウイルスの感染拡大防止にご協力ください

県HP

入場券の事前申込が必要です。
申込多数の場合は抽選となります。

13：30～16：00（開場12：30）
愛媛県県民文化会館メインホール
〈入場無料〉
※愛媛県県民文化会館には無料の駐車場はございません。また、有料駐車場は駐車
　台数に限りがございますので、なるべく公共交通機関のご利用をお願いします。

総合フェスティバル及び次の舞台芸術部門の各公演では、無料の託児サービスをご用意いたしますので、ご希望の方は事前にお申込みください。
●対象：2 歳から就学前のお子様　　●申込に必要な事項：お子様の氏名・生年月日・性別、保護者の方の住所・氏名・連絡先等
●託児サービスのある各公演と申込み期限：10 月 29 日（土）総合フェスティバル　　　　　【申込締切】10 月 19 日（水）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11 月 13 日（日）吟詠剣詩舞公演、演劇公演　　【申込締切】11 月   2 日（水）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11 月 26 日（土）モダンダンス公演　　　　　　【申込締切】11 月 16 日（水）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11 月 27 日（日）吹奏楽公演　　　　　　　　　【申込締切】11 月 16 日（水）
●申込先：県民総合文化祭実行委員会事務局　TEL 089-947-5480

託児の
ご案内
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