♪♪10月～12月の内子町内イベント情報♪♪
（※順不同で掲載しております）

【文化祭・農業祭】
日時

イベント名

場所

内容・参加料など

お問い合わせ先

【11/3】無料バスで巡れる会
場

・うちこ文化祭
・石畳水車まつり
・立川地区文化産業祭

11/3（土・祝）と11/4（日）に内子町各地

場

きます。）

うちこ「わ」まつり
11月3日（土・祝）、
で開催される農業祭と文化祭を無料バ
～各地の農業祭・文化祭で内子
スでつなぐ「うちこわまつり」。ぜひご利
11月4日（日）
の秋を楽しもう（無料バス運行） 【11/4】無料バスで巡れる会
用ください。（JR内子駅前からも乗車で
午前10時～午後3時
～
・五十崎文化祭
・大瀬農業祭柿まつり
・小田の郷ふるさとまつり

11月3日（土・祝）
午前10時～午後3時

11月3日（土・祝）
午前10時～午後3時

11月3日（土・祝）
午前10時～午後3時

うちこ文化祭

石畳水車まつり

立川地区文化産業祭

内子自治センター

石畳清流園

立川自治会館

町内で活動しているグループによる作
品展示やバザー（3日のみ）などを実施
しています。

内子自治センター
（実行委員会 事務局）

【主な催し】
2～4日：文芸作品などの展示
3日：バザー、アルプホルン演奏、餅まき
他

TEL 0893-44-3073

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、
餅まき、農産物即売会、バザーなどで終
日賑わいます。

地元自治会が主催する手づくりの文化
産業祭。バザーや農産物品評会、文芸
作品の展示や餅まきなどが行われま
す。

石畳の宿

TEL 0893-44-5730

立川自治会館

TEL 0893-45-0851

五十崎自治センター

11月4日（日）
午前10時～午後3時

五十崎文化祭

五十崎自治センター

俳句などの文芸作品の展示をはじめ、
小田川コットントン（青空市）、バザー、
和太鼓演奏などが行われます。
TEL 0893-43-1221

イベント写真・チラシ

11月4日（日）
午前10時～午後3時

11月4日（日）
午前9時～午後3時

大瀬農業祭柿まつり

小田の郷ふるさとまつり

大瀬商店街

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、柿
のたね飛ばし大会、柿の皮むき大会等
のイベントもあります。

道の駅小田の郷せせら
ぎ
および
内子町文化交流センター
スバル

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、餅まき、ポ
ニー乗馬体験、魚のつかみどり、バザー
などが行われます。

場所

内容・参加料など

大瀬自治センター

TEL 0893-47-0102

内子町役場 小田支所

TEL 0892-52-3111

【内子東自治センター】
日時

10月14日（日）
午前9時～午後12時

イベント名

立川軽トラ市

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！
秋の山里で、田舎の「食」をお楽しみくだ
さい。

11月4日（日）
午前10時～午後2時

長田「食の文化祭」

12月9日（日）
午前9時～午後12時

立川軽トラ市

立川軽トラ市

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

長田自治会館グラウン
ド （内子町五百木） バザー（釜揚げうどん、おすし、手作りこ
んにゃく他）や特産品販売、愛治ちんど
んクラブの演奏（正午～）などが行われ
ます。秋の山里へ、ぜひお越しください。

11月11日（日）
午前9時～午後12時

お問い合わせ先

立川地区
成川商店横

立川地区
成川商店横

TEL 0893-43-0136

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

TEL 090-5910-9277

TEL 090-5910-9277

イベント写真・チラシ

【内子フレッシュパークからり】
日時

イベント名

場所

内容・参加料など

内子フレッシュパーク
からり

入場無料

11月23日（金・祝）
午前10時～午後3時

からり収穫祭

内子フレッシュパーク
からり・中庭

お問い合わせ先

毎年１１月２３日の祝日に開催される「か
らり収穫祭」。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。
大人気の内子豚の焼きソーセージを
はじめとする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。
ぜひ秋の日の一日をからりでお楽しみく

TEL 0893-43-1122

内容・参加料など

お問い合わせ先

イベント写真・チラシ

内子フレッシュパーク
からり HP↓

http://www.karari.jp/

【小田の郷せせらぎ】
日時

10月21日（日）
午前9時～
※天候により中止の場
合あり

11月18日（日）
午前9時～
※天候により中止の場
合あり

12月16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

せせらぎデー

せせらぎデー

場所

イベント写真・チラシ

道の駅
小田の郷せせらぎ

●特産品売場内で、1,000円以上お買い
上げ頂いた方はクジ引き。空くじ無しで
道の駅 小田の郷せせらぎ
すが、数に限りがあり。
●野外テントにて出荷組合による催し物
小田の郷 せせらぎＨＰ↓
例） 6月は、手作りコロッケ・焼きそば・
アメノウオの塩焼き・やきとり
他、ポン菓子屋「りんでん」 材料持ち込
http://www.odamachi.c
み可能。懐かしいパットライスやマカロ
TEL 0892-52-3023
om/
ニなど珍しいポン菓子も販売しています
（内容は変更になる場合があります）

道の駅
小田の郷せせらぎ

●特産品売場内で、1,000円以上お買い
上げ頂いた方はクジ引き。空くじ無しで
道の駅 小田の郷せせらぎ
すが、数に限りがあり。
●野外テントにて出荷組合による催し物
例） 6月は、手作りコロッケ・焼きそば・
アメノウオの塩焼き・やきとり
他、ポン菓子屋「りんでん」 材料持ち込
TEL 0892-52-3023
み可能。懐かしいパットライスやマカロ
ニなど珍しいポン菓子も販売しています
（内容は変更になる場合があります）

道の駅
小田の郷せせらぎ

●特産品売場内で、1,000円以上お買い
上げ頂いた方はクジ引き。空くじ無しで
道の駅 小田の郷せせらぎ
すが、数に限りがあり。
●野外テントにて出荷組合による催し物
例） 6月は、手作りコロッケ・焼きそば・
アメノウオの塩焼き・やきとり
他、ポン菓子屋「りんでん」 材料持ち込
み可能。懐かしいパットライスやマカロ
TEL 0892-52-3023
ニなど珍しいポン菓子も販売しています
（内容は変更になる場合があります）

【内子町役場 小田支所】
日時

①10月20（土）
②11月10日（土）

イベント名

「秋の小田深山の物語」

尾根とブナの森を歩こう

場所

内容・参加料など

【参加費】1,500円（保険、ガイド料他）
※申込み期限：各回の開催日の1週間
《集合場所》
前までにお申込みください。各回定員20
●JR内子駅・内子町役
名
場
内子分庁／
午前8時
●道の駅小田の郷せせ 笠取山（標高1,562m）の尾根と、貝渚山
ブナの森、約4kmを歩きます。
らぎ／午前8時30分
※準備物 弁当・お茶・タオル

お問い合わせ先

イベント写真・チラシ

内子町役場 小田支所

TEL 0892-52-3111

【内子グリーンツーリズム協会】
日時

11月11日（日）
午前11時～
午後1時30分

イベント名

山の手づくり市 ファイナル
最後の きておみや in 立山

場所

ログ立山 周辺
（内子町下立山）

内容・参加料など

お問い合わせ先

お得な前売りチケット（1,000円）発売中。
※お好きな体験・食べ物を4品選んでい
ただけます。
※当日は現金販売のみで、1品300円で
提供します。

内子町役場
町並・地域振興課
TEL 0893-44-2118

内子の山里「立山」ならではのフードを
お楽しみいただけます。石窯で焼くピザ
や羽釜で炊くおむすび、農産物や果物
の販売など。2011年から始まったこのイ
ベントは、今年が最後の開催となりま
す。ぜひお越しください。

ログ立山
TEL 0893-45-0222

内容・参加料など

お問い合わせ先

イベント写真・チラシ

【内子座】
日時

10月8日（月・祝）
午後12時30分 開場
午後1時 開演

10月14日（日）
午後1時30分～
午後4時30分

イベント名

「立川志の輔 独演会」

内子のミライ
～歴史まちづくりシンポジウム～

場所

内子座

内子座

【チケット】全席指定 5,000円 ※未就
学児入場不可
※チケット一般発売：7/23（月）～

内子町役場
町並・地域振興課

《チケット販売所》
内子座オンラインチケット、内子座、内
子町役場 町並・地域振興課、ローソン
チケット（Lコード：63265）、南海放送チ
ケットセンター、いよてつ髙島屋

TEL 0893-44-2118

入場無料

八日市・護国
町並保存センター
TEL 0893-44-5212

このシンポジウムでは、第1部で内子町
の歴史まちづくりの計画の内容とその可
能性を、第2部では内子町で活躍する
方々を交え、内子の今を語り「ミライ」を
考えます。

内子町役場
町並・地域振興課
TEL 0893-44-2118

イベント写真・チラシ

詳しくはこちら↓
https://www.town.uchik
o.ehime.jp/site/uchikoz
a/sinosukerakugo.html

10月23日・30日・
11月6日・13日・20日
（毎週火曜日／計5
回）

音響・照明・話し方講座
参加者募集！

12月16日（日）
午後5時30分 開場
午後6時 開演

劇団オーガンス
第20回記念公演
「スプラッシュ」

内子座

内子座

【受講料】1コース2,000円（学生は無料）
【開催時間】
〈中学生以下〉 午後4時～午後5時30分
〈高校生以上〉 午後7時～午後8時30分
※申込み締切 10/16（火） 定員あり

内子町役場
町並・地域振興課

内子町のシンボルである「内子座」を
もっと身近に活用していただけるよう、
内子座の機材を使って講座を開催いた
します。

TEL 0893-44-2118

【入場料】
前売り/大人1,000円・小人500円
（大人は当日券1,500円、小人はそのま
ま500円）

劇団オーガンス
（代表：徳田 幸治）

劇団オーガンス第20回記念公演です。
お楽しみに！

TEL 090-2825-2168

詳しくはこちら↓
https://www.town.uchik
o.ehime.jp/site/uchikoz
a/onkyo.html

【町内そのほか】
日時

イベント名

場所

【第1期】
《会場》
10月12日（金）～
10月31日（水）
内子町ビジターセン
10月12日（金）～
ター 【第2期】
12月2日（日）
内子町 明治150年記念特別企画
《会場①》
午前9時～午後5時
展「製紙と製蠟」
11月3日（土）～
（最終入館は午後4時30 ―明治の内子を支えた産業―
分） ※内子町ビジターセ
12月2日（日）
ンターは木曜休館日
木蠟資料館 上芳我邸
《会場②》
11月6日（火）～
12月2日（日）
五十崎凧博物館

10月14日（日）
午前9時～午後2時

10月21日（日）
開場 午後1時30分
開演 午後2時

第16回 内子町林業まつり 2018

森文旭館で
昔、懐かしい映画音楽を♪

内子町森林組合
（内子町東自治セン
ター）
広場にて

森文「旭館」

内容・参加料など

お問い合わせ先

【入館料】
木蠟資料館上芳我邸および、五十崎凧
博物館への入場は、各施設入館料が必
要です。

八日市・護国
町並保存センター

出展資料は、内子町が長年集積してき
た資料だけでなく、近年解読の進んだ文
書資料、開催にあたって愛媛大学と協
働で行ったヒアリング調査の成果です。
この展示を通して、産業に従事した人々
の姿や生活、ひいては当時のまちの姿
に思いを巡らせてみてはいかがでしょう
か。

TEL 0893-44-5212

チェンソー、刈払機等の点検・販売や森
林整備相談室などを開催。 そのほか
にも、シイタケつかみ取りや餅まき（12時
～）、お菓子まき（13時～）なども行われ
ます。ぜひお越しください。

内子町森林組合

TEL 0893-44-3118

【入場料】前売券2,000円（当日券2,500
円） ※全席自由

森文旭館保存会

《演奏者》
港 大尋（みなと おおひろ）・三重奏団
《演奏曲》
エデンの東、チムチムチェリー、やさしさ
に包まれたなら ほか多数
※曲目は変更になる場合があります。

TEL 0893-44-3057

イベント写真・チラシ

10月28日（日）
午後12時30分～
午後5時

出会いの内子、まちあるき
（婚活イベント）

11月11日（日）
①午前コース
愛媛サイクリングの日関連イベント
午前10時～午後1時
小田深山 紅葉ライド2018
②午後コース
午後1時～午後4時

【対象】内子町で結婚生活したい25歳以
上の独身男性
【参加費】男性2,000円、女性1,500円
まちの駅Nanze（なんぜ）
【募集人員】男女各10名
※要参加申込み 申込み締切：10/19
（金）

《集合場所》
ソルファ・
オダスキーゲレンデ
《開催場所》
小田深山渓谷

内子町役場
町並・地域振興課内
（内子がんばる人会 事務
局）

TEL 0893-44-2118

【参加費】1,500円（小田深山弁当、各種
体験、保険代込）※自転車レンタル希望
の場合は＋500円
【対象】小学5年生以上（小学生は保護
者等同伴）
【申込期限】10/29（月）※各コース定員

内子町ビジターセンター

全長7kmの紅葉サイクリングと紙すき体
験などおもてなし付のサイクリングイベ
ントです。ぜひご参加ください！

TEL 0893-44-3790

内容・参加料など

お問い合わせ先

【観光農園】
日時

イベント名

場所

幸福園

11月3日（土・祝）～
11月下旬

柿狩り
TEL 0893-43-0611

≪入園料≫
大人（中学生以上）500円
小人（小学生）300円
幼児（3才以上）無料
※要予約

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/

