
日時 イベント名 場所 内容・参加料など お問い合わせ先 イベント写真・チラシ

立川軽トラ市実行委員会
代表　成川

TEL 090-5910-9277

立川軽トラ市実行委員会
代表　成川

TEL 090-5910-9277

内子東自治センター

TEL 0893-43-0136

立川軽トラ市実行委員会
代表　成川

TEL 090-5910-9277

日時 イベント名 場所 内容・参加料など お問い合わせ先 イベント写真・チラシ

チケット 500円（全席自由）
※乳幼児無料

内子高校郷土芸能部の卒業生を中心
に結成された和太鼓集団「和達」。結成
10周年記念コンサートです。ぜひお越
しください。

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！

【五十崎自治センター】

長田自治会館グラウン
ド(内子町五百木4192）

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！

和達の轍
10周年記念単独コンサート

五十崎自治センター
（共生館ホール）

立川地区
成川商店横

10月29日（日）
開場 午後12時30分

開演 午後1時

立川軽トラ市
立川地区

成川商店横

長田「食の文化祭」

11月12日（日）
午前9時～午後12時

♪♪9月～11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】

立川地区
成川商店横

立川軽トラ市

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！

9月10日（日）
午前9時～午後12時

長田の山里で、秋の味覚を存分に楽し
める文化祭。
おススメは、長田名物「釜揚げうどん」
の食べ放題！特製の大豆出汁で、田
舎ならではの食をお楽しみください。

10月8日（日）
午前9時～午後12時

立川軽トラ市

【小田の郷せせらぎ】

10月15日（日）
午前10時～午後2時



日時 イベント名 場所 内容・参加料など お問い合わせ先 イベント写真・チラシ

道の駅　小田の郷せせらぎ

TEL　0892-52-3023

道の駅　小田の郷せせらぎ

※小田の郷せせらぎHP↓

TEL　0892-52-3023
http://www.odamachi.c
om/

道の駅　小田の郷せせらぎ

TEL　0892-52-3023

日時 イベント名 場所 内容・参加料など お問い合わせ先 イベント写真・チラシ

入場料：2,500円（一般）※小学生以下
無料≪チケット取扱い≫
内子町ビジターセンター、内子座、内子
町役場 町並・地域振興課 他

実行委員会事務局（平松）

（スケジュール）
午前10時～全国・地元のコカリナサー
クル発表演奏会
午後2時30分～黒坂黒太郎コカリナコ
ンサート

TEL 090-1000-1574

【入場料】500円（中学生以下無料）
※全席自由

内子町役場
町並・地域振興課

≪チケット販売≫
内子町役場 町並・地域振興課、内子
座、　　　　内子町内各自治センター

TEL 0893-44-2118

チケット：4,000円　※全席指定（未就学
児入場不可）　◎7/24（月）より一般発
売開始

　内子町役場
町並・地域振興課

愛媛コカリナフェスティバル
in 内子

内子座

9月10日（日）
午後12時30分 開場

午後1時 開演

道の駅
小田の郷せせらぎ

9月のせせらぎデーは、屋外テントでの
出荷組合の催し物はありません。特産
品売場内で1,000円以上を購入して頂
いた方の「クジ引き」は行います。

10月15日（日）
午前9時～

※天候により中止の場
合あり

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
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
チャンス！空くじ無し

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
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
チャンス！空くじ無し

せせらぎデー
道の駅

小田の郷せせらぎ

内子座

11月19日（日）
午前9時～

※天候により中止の場
合あり

内子座

10月21日（土）、
22日（日）

開場 午後2時30分
開演 午後3時

【両日とも】

立川談春　独演会

【内子座】

9月2日（土）
午前10時～

9月17日（日）
午前9時～

※天候により中止の場
合あり

せせらぎデー

立川志の春　落語会

http://www.odamachi.com/
http://www.odamachi.com/


≪チケット取扱い≫
内子座オンラインチケット、プレイガイド
（南海放送チケットセンター、いよてつ
高島屋）、内子町役場 町並・地域振興
課、内子座

TEL 0893-44-2118

チケット：S席 10,000円、A席 8,000円
※全席指定

　内子町役場
町並・地域振興課

◎チケット一般発売　8/9（水）～ TEL 0893-44-2118

11月23日（木・祝）

　
【入場料】
指定席4,000円、自由席3,000円、自由
席（親子）3,500円、自由席（子供）1,500
円

　内子町役場
町並・地域振興課

開場 午後12時
≪子供狂言 開演≫

午後12時30分
≪茂山狂言 開演≫

午後2時

大蔵流茂山千三郎による公演、ならび
に茂山氏と内子こども狂言クラブの子
どもたちとが共演する創作狂言を楽し
める。今回は、外国人観劇者対応とし
て、同時通訳（英語）システムを導入す
る。国内外を問わず、狂言の魅力を伝
える。

TEL 0893-44-2118

日時 イベント名 場所 内容・参加料など お問い合わせ先 イベント写真・チラシ

※飲食はチケット制（500円券×5枚つ
づりで前売券2,400円、当日券2,500円）
ジョッキはデポジット制となっています。

内子町ビジターセンター

詳しくはこちら↓

ドイツ・ローテンブルク市との姉妹都市
交流を記念したイベント。ドイツ音楽を
聴きながら、ドイツ料理やドイツビール
を楽しむことができます。

TEL　0893-44-3790
https://www.facebook.c
om/uchiko.germanfesta

/

軒先に行灯が灯り、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。

　八日市・護国
町並保存センター

≪主な催し≫
●町家での琴の演奏
●津軽三味線の演奏
●高昌寺でのお月見精進料理（3日の
み）※要予約（先着20人）9/14（木）～
予約受付
●月見団子の販売
●はぜとり踊り（4日のみ）

TEL　0893-44-5212

11月14日（火）
①開演 午後12時30
分②開演 午後4時

※2回公演

中村勘九郎　中村七之助
全国芝居小屋　錦秋特別公演

内子座

内子座

【その他】

内子自治センター「内の
子広場」

10月21日（土）、
22日（日）

開場 午後2時30分
開演 午後3時

【両日とも】

立川談春　独演会

茂山狂言　内子座公演 内子座

9月23日（土）
午後12時～午後6時
（午後5時ラストオー

ダー）

ドイツフェスタ　2017

10月3日（火）、
4日（水）

午後6時～午後9時
八日市町並観月会 町並保存地区

https://www.facebook.com/uchiko.germanfesta/
https://www.facebook.com/uchiko.germanfesta/
https://www.facebook.com/uchiko.germanfesta/


日時 イベント名 場所 内容・参加料など お問い合わせ先 イベント写真・チラシ

エコファームうちこ

≪入園料≫
大人（中学生以上）1,000円
小人（小学生）700円
幼児（3才以上）300円

内子町ビジターセンター

（観光農園HP）

TEL 080-5667-2443 ※要予約（火曜・金曜定休日） TEL　0893-44-3790 http://www.uchiko-f.com/

尾形梨園 内子町ビジターセンター

（観光農園HP）

TEL 0893-47-0045(自
宅）

TEL　0893-44-3790 http://www.uchiko-f.com/

≪入園料≫
大人（中学生以上）800円～
小人（小学生）600円～
幼児（3才以上）300円～

内子町ビジターセンター

（観光農園HP）

※園および品種によって入園料・お持
ち帰りの料金が一部異なる場合があり
ます。

TEL　0893-44-3790 http://www.uchiko-f.com/

【観光農園】

開園中～9月中旬
（目安期間）

内子町内一円
（約20箇所）

なし狩り

開園中～9月下旬
（目安期間）

※品種により開園時期が異
なります。お問合せくださ

い。

ぶどう狩り

≪入園料≫
大人（中学生以上）600円
小人（小学生）400円
幼児（3才以上）200円

開園中～9月下旬
（目安期間）

ブルーベリー狩り

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

