♪♪2月～4月の内子町内イベント情報♪♪
（※順不同で掲載しております）

【内子東自治センター】
日時

2月12日（日）
午前9時～午後12時

3月12日（日）
午前9時～午後12時

イベント名

立川 軽トラ市

立川 軽トラ市

場所

内容・参加料など

お問い合わせ先

立川地区
成川商店横

内子町立川地区で採れた旬の野菜や
果物を直売する、毎月第２日曜日の恒
例イベント！
各種、売り切れ次第終了となりますの
で、掘り出し物をお求めの方はお早め
に！

立川軽トラ市実行委員会
代表 成川

内子町立川地区で採れた旬の野菜や
果物を直売する、毎月第２日曜日の恒
例イベント！
各種、売り切れ次第終了となりますの
で、掘り出し物をお求めの方はお早め
に！

立川軽トラ市実行委員会
代表 成川

立川地区
成川商店横

入場無料 ※バザー有料

4月2日（日）
午前10時～午後2時

長岡山 四季の詩公園
さくらまつり

4月1日（土）、2日
（日）
午前 石畳東のシダレザクラまつり
10時～午後3時

4月9日（日）
午前9時～午後12時

立川 軽トラ市

長岡山「四季の詩公
園」（内子町五百木
水戸森峠付近）

立川地区
成川商店横

TEL 090-5910-9277

城廻自治会
会長 長岡 靖人

長岡山『四季の詩公園』の桜並木を鑑
賞しながら、うどんややきそば、からあ
げ、ポップコーンなど各種バザーをお楽
しみいただけます。催し物も多数企画し
ております。

TEL 0893-45-0332

樹齢350年以上といわれる「東のしだれ

石畳の宿

東のシダレザクラ 周 桜」の花を楽しむイベント。地域住民が
辺（内子町石畳4035 付 手打ち蕎麦、チラシ寿司、餅などを販売
近）

TEL 090-5910-9277

します。近くには屋根付き橋もあり、美
しい農村風景も見どころの一つ。

内子町立川地区で採れた旬の野菜や
果物を直売する、毎月第２日曜日の恒
例イベント！
各種、売り切れ次第終了となりますの
で、掘り出し物をお求めの方はお早め
に！

TEL 0893-44-5730

立川軽トラ市実行委員会
代表 成川

TEL 090-5910-9277

イベント写真・チラシ

【五十崎自治センター】
日時

イベント名

場所

内容・参加料など

ウインドアンサンブルカイツ
8th コンサート

イベント写真・チラシ

ウインドアンサンブル・カイ
ツ 事務局 新本

入場無料

3月12日（日）
午後1時30分 開場
午後2時 開演

お問い合わせ先

五十崎自治センター
内子町の社会人吹奏楽団「ウインドア
（内子町共生館）

ンサンブル・カイツ」が、クラシックや
ポップスなど、さまざまな曲を演奏しま
す。

TEL 090-8699-4145

【内子フレッシュパークからり】
日時

イベント名

毎月
第一、第二、第三
火曜日

「からりの日」

場所

内容・参加料など

春の子どもフェスティバル

内子フレッシュパークからり

内子フレッシュパーク
からり・中庭
各種ゲーム、景品付きゲーム大会、食
べ物のバザー、イベント最後には餅ま
きもあります。

4月上旬（予定）
午前10時～午後3時
開催予定

イベント写真・チラシ

●第一火曜日 レストラン
●第二火曜日 パン工房
内子フレッシュパークからり
●第三火曜日 シャーベット工房、あぐ
≪からりHP≫
り亭
新商品の発表や、お得なサービス、抽
からり内の各担当店舗 選会など、各店舗で趣向を凝らしてい
ます。
http://www.karari.jp/
TEL 0893-43-1122
火曜日はぜひからりへお越し下さいま
せ。毎月２９日の「肉の日」もよろしくお
願いします。
チケット：100円券6枚つづりを500円で
販売

3月25日（土）
午前10時～午後3時

お問い合わせ先

TEL 0893-43-1122

内子フレッシュパークからり

からりの春まつり

内子フレッシュパーク
現在企画検討中
からり・中庭
TEL 0893-43-1122

【小田の郷せせらぎ】
日時

2月19日（日）
午前9時～
※天候により中止の場
合あり

イベント名

せせらぎデー

場所

道の駅
小田の郷せせらぎ

内容・参加料など

お問い合わせ先

屋外テントにて出荷組合による催し物
（例 よもぎの焼き餅、山菜おこわ、アメ 道の駅 小田の郷せせらぎ
ノウオの塩焼き、やきとり※内容は変更
になる時があります）
特産品売場内にて、1.000円以上お買
い上げいただいた方には「クジ引き」の
TEL 0892-52-3023
チャンス！空くじ無し

イベント写真・チラシ

3月19日（日）
午前9時～
※天候により中止の場
合あり

4月16日（日）
午前9時～
※天候により中止の場
合あり

せせらぎデー

せせらぎデー

道の駅
小田の郷せせらぎ

屋外テントにて出荷組合による催し物
（例 よもぎの焼き餅、山菜おこわ、アメ 道の駅 小田の郷せせらぎ
ノウオの塩焼き、やきとり※内容は変更
せせらぎHP↓
になる時があります）
特産品売場内にて、1.000円以上お買
http://www.odamachi.c
い上げいただいた方には「クジ引き」の
TEL 0892-52-3023
om/
チャンス！空くじ無し

道の駅
小田の郷せせらぎ

屋外テントにて出荷組合による催し物
（例 よもぎの焼き餅、山菜おこわ、アメ 道の駅 小田の郷せせらぎ
ノウオの塩焼き、やきとり※内容は変更
になる時があります）
特産品売場内にて、1.000円以上お買
い上げいただいた方には「クジ引き」の
TEL 0892-52-3023
チャンス！空くじ無し

【ソルファ・オダスキーゲレンデ】
日時

イベント名

場所

内容・参加料など

3月5日（日）

ソルファ・お客様感謝DAY

ソルファ・オダ
スキーゲレンデ

ソルファ・オダ
スキーゲレンデ

イベント写真・チラシ

ソルファ・オダ
スキーゲレンデ

参加無料

2月5日（日）
ソルファ・スノーフェスティバル
午前10時～午後3時

お問い合わせ先

豪華景品が当たる抽選会ほか、サプラ
イズサービス企画中！

みんなでペッタン♪お餅つき。つき立て
お餅を召し上がれ!
サプライズサービスもあり!?

TEL 0892-52-3232
ソルファ・オダ
スキーゲレンデ
TEL 0892-52-3232

【内子町役場 小田支所】
日時

2月25日（土）
午後2時～午後9時

イベント名

雪景色と星空を見に行こう

「冬の小田深山物語」

場所

（集合場所）
JR内子駅
または
内子町役場内子分庁舎

内容・参加料など

お問い合わせ先

【参加費】1人1,500円
【定員】20人※申込期限 2/21（火）
【準備物】弁当（夕食）、防寒着、長靴、
タオルなど
※気温が氷点下になる場合もあるの
で、十分な防寒装備でご参加ください。

内子町役場 小田支所

小田深山を散策しながら雪景色を楽し
みます。夜は星空の観察をします。

TEL 0892-52-3111

イベント写真・チラシ

3月5日（日）
午前10時～午後2時

小田深山ネイチャーランド

※受付は当日行いま
す。（受付終了は午後1
時）

「雪と遊ぼう雪滑り大会」

ソルファ・
オダスキーゲレンデ

【参加費】1回・200円（2人1組で参加）

※駐車料金1,000円が必要 チュービング障害物競争、表彰式、抽
です。
選会を開催します。

内子町役場 小田支所

TEL 0892-52-3111

【町内そのほか】
日時

イベント名

【上芳我邸 企画展】
「上芳我家文書の世界
午前9時～午後4時30 ～古文書から読み取れるもの
分
～」

2017年1月21日（土）
～3月5日（日）

場所

内容・参加料など

入場料：大人 500円 小人250円

お問い合わせ先

八日市・護国町並保存セン
ター

木蝋資料館 上芳我邸
当時の製蝋業や町民の暮らしぶりを、
古文書の魅力とともに伝えます。

TEL 0893-44-5212

【受講料】無料※入館料も必要ありませ 八日市・護国町並保存セン
ター
ん。

2月26日（日）
午後1時30分～
午後3時30分

3月5日（日）

3月11日（土）
午前10時～正午
※雨天時などは中止す
る 場合があります。

3月15日（水）

「上芳我邸ミュージアム講座」

川中三島神社・春神楽

内子町の森を元気に育てよう

「第23回 内子の森づくり」

高昌寺・ねはん祭り

福岡県で、櫨・木蝋を通した地域振興
木蝋資料館 上芳我邸 に取り組む矢野眞由美さんを講師に迎
えた「上芳我邸ミュージアム講座」を開
きます。櫨の魅力、木蝋産業の現在、
木蝋を振興していく意義などを考えま
す。

毎年3月5日に奉納されています。内子
三島神社（内子町川中） 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。

小田深山荘下流 約
1.5km先の町有林

高昌寺

TEL 0893-44-5212

三島神社

TEL 0893-45-0661

申込期限：2月24日（金）
≪準備するもの≫
作業のできる服装、雨具（雨天時）など
※地堀りや移植ごて、軍手がある人は
持参してください。

内子町役場 産業振興課

「照葉の森づくり」に取り組む㈱愛媛新
聞社の協力で、内子町の森を元気に育
てる活動を行います。

TEL 0893-44-2123

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。

ねはんまつり奉賛会

TEL 0893-44-2409

イベント写真・チラシ

【neki（ねき） ワークショップ】
日時

2月12日（日）
午前11時～午後4時

イベント名

場所

水引ワークショップ

「和紙とあそぶ、和紙と暮ら
す」neki （ネキ）

～ご祝儀袋用飾りを作ろう～

3月19日（日）
季節の折り紙ワークショップ
午前11時～午後4時 ～端午の節句 飾り兜を作ろう～

※内子本町商店街・
元尾崎糸店内

「和紙とあそぶ、和紙と暮ら
す」neki （ネキ）

※内子本町商店街・
元尾崎糸店内

内容・参加料など

参加費：2個500円 ※のし袋は別売り
（所要時間30分程度）

お問い合わせ先

イベント写真・チラシ

neki （ネキ）
詳しくはこちら ↓

講師：伊予水引金封協同組合 美結会

TEL 050-5897-2016

参加費：1個500円 （所要時間30分程
度）

neki （ネキ）

講師：内子町在住 折り紙作家 岡野千
鶴

TEL 050-5897-2016

https://jajp.facebook.com/neki.w
ashi.uchiko/

【観光農園】
日時

イベント名

場所

エコファームうちこ

1月2日開園～5月中
旬

いちご狩り
TEL080-5667-2443

内容・参加料など

≪入園料≫
大人（中学生以上）1,000円
小人（小学生）800円
幼児（3才以上）600円
※休日は200円増し
※要予約

お問い合わせ先

イベント写真・チラシ

内子町ビジターセンター
（観光農園HP）
TEL 0893-44-3790

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

