
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

①9月7日（金）～
9月26日（水）
午前9時～

午後5時30分
※木曜休館

入場無料
内子町文化協会内子支部

事務局
（内子自治センター事務局）

②9月1日（土）～
9月29日（土）

午前9時30分～
午後6時

※月曜休館、そのほか
図書整理日など休みの

場合あり。

小田町に生まれ、内子町にとどまること
なく、愛媛県の美術振興に生涯をかけ
て尽力した中岡満義氏の一周忌にあわ
せ、遺作展を開催します。

TEL 0893-44-3073

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

立川軽トラ市実行委員会
代表　成川

TEL 090-5910-9277

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！

9月9日（日）
午前9時～午後12時

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！

10月14日（日）
午前9時～午後12時

立川軽トラ市

♪♪8月～10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】

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！

立川地区
成川商店横

【内子町文化協会】

中岡満義　遺作展
①内子町ビジターセン

ター
②内子図書情報館

立川軽トラ市
8月12日（日）

午前9時～午後12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

内子町役場
町並・地域振興課

TEL 0893-44-2118

五十崎自治センター

TEL 0893-43-1221

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

お得な子どもチケット（500円、1,000円）
もあります。
500円→600円分使える
1,000円→1,200円分使える

内子フレッシュパーク
からり

からりＨＰ↓

夏休みまっさかり！自然のなかでめいっ
ぱい楽しむ子どもフェスティバルです。
ゲームやバザーなど子ども達の喜ぶ催
しがたくさんあります。

TEL 0893-43-1122 http://www.karari.jp/

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

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

五穀豊穣・無病息災を願いながら、周辺
地区の住民が小田川のほとり1,3kmの
農道に百八の灯篭を並べる百八灯篭
（上宿間地区の水田のみ）。松明を手に
練り歩く虫送りなどが行われます。

　
※8月、9月は特産品売場内のクジ引き
のみで、野外の生産者の催し物は行わ
ない予定です。
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。空くじ無しです
が、数に限りがあります。
景品は季節に応じて変わりますので、
毎月のお楽しみ♪

五十崎・豊秋河原

大小さまざまな花火や、仕掛け花火が
短時間に連続して打ち上げられ、その
音と光が奏でるハーモニーが観光客を
魅了する。また、花火が豊秋橋上から
間近に見えるため、迫力と川面に写る
美しい花火を体感できる。

【内子フレッシュパークからり】

せせらぎデー

いかざき夏まつり 花火大会

【五十崎自治センター】

道の駅
小田の郷せせらぎ

道の駅
小田の郷せせらぎ

　
※8月、9月は特産品売場内のクジ引き
のみで、野外の生産者の催し物は行わ
ない予定です。
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。空くじ無しです
が、数に限りがあります。
景品は季節に応じて変わりますので、
毎月のお楽しみ♪

8月14日（火）
午後8時～（約20分間）

※小雨決行
荒天時は、

15日（水）に実施

8月21日（火）
午後7時頃～

※時間は、その年に
よって異なる事があり

ます。

【小田の郷せせらぎ】

せせらぎデー

9月16日（日）
午前9時～

※天候により中止の場
合あり

虫送り

8月19日（日）
午前9時～

※天候により中止の場
合あり

8月21日（火）
午前10時～午後3時

からり　子どもフェスティバル
内子フレッシュパークか

らり中庭

【虫送り】
古田地区、大久喜地

区、柿原地区、上宿間
地区、下宿間地区
（内子町五十崎）

http://www.karari.jp/
http://www.odamachi.com/
http://www.odamachi.com/


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

今回で61回目を迎える内子笹祭り。内
子商店街約500ｍにわたり、孟宗竹に紙
細工を飾り付けた笹飾りのトンネルが出
来、笹装飾コンクールをはじめ、笹踊り
（7日）などの様々なイベントが行われ
る。

内子まちづくり
商店街協同組合

《主な催し》
【6日】
笹飾りコンクール、トランペット鼓笛隊
他　【7日】笹踊りコンクール 他

TEL 0893-44-2066

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

内子町役場　小田支所

TEL 0892-52-3111

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

【ご観劇料】松席7,000円、特竹席6,000
円、　竹席5,000円、梅席3,000円

内子座文楽公演実行委員
会　事務局

詳しくはこちら↓

大正時代創建の芝居小屋・内子座（国
指定重文）において、人形浄瑠璃「文
楽」の公演を開催。演目「菅原伝授手習
鑑」「団子売」、出演は人形遣い・吉田和
生（人間国宝）他。

TEL 0893-44-2114
https://www.town.uchik
o.ehime.jp/site/bunraku

/

10月21日（日）
午前9時～

※天候により中止の場
合あり

せせらぎデー
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
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
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・本町商店街

内子座文楽　第22回公演

8月15日（水）
午後6時頃～午後10

時※雨天時は、
16日（木）に実施

【内子町役場 小田支所】

寺村 山の神火祭り

内子座

六角山に祭られている神を迎え、オヒカ
リをあげ、山の幸と秋の豊作を祈る祭
事。火文字、4,000灯を超えるオヒカリな
ど夜景が素晴らしい。花火（1回目20：00
～、2回目21：00～）、喜鼓里太鼓の演
奏や野外ライブステージなども行われ
る。

寺村商店街
（内子町寺村）

8月25日（土）、
26日（日）

【午前の部】
午前10時 開演

【午後の部】
午後2時 開演

【内子座】

8月6日（月）、7日
（火）

内子笹まつり

【内子まちづくり商店街協同組合】

https://www.town.uchiko.ehime.jp/site/bunraku/
https://www.town.uchiko.ehime.jp/site/bunraku/
https://www.town.uchiko.ehime.jp/site/bunraku/


【チケット】指定席2,000円（当日券2,500
円）、自由席1,500円（当日券2,000円）
※前売で完売の場合、当日券の販売は
ありません。
※チケット一般発売：7/9（月）～

内子町役場
町並・地域振興課

詳しくはこちら↓

《チケット販売所》
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：62907）

TEL 0893-44-2118
https://www.town.uchik
o.ehime.jp/site/uchikoz

a/zensinza.html

【チケット】
大人 2,000円、子ども（4歳～18歳) 500
円、　　　　　　　　　　　　　　　　　親子券
2,000円（大人1名につき、子ども1名が
入場頂けます。）　　※全席自由
※チケット一般発売：7/19（木）～

内子町役場
町並・地域振興課

詳しくはこちら↓

《チケット販売所》
内子座、内子町役場 町並・地域振興課

TEL 0893-44-2118
https://www.town.uchik
o.ehime.jp/site/uchikoz

a/hitomiza.html

【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

詳しくはこちら↓

《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
https://www.town.uchik
o.ehime.jp/site/uchikoz
a/sinosukerakugo.html

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】各日ひとり500円　※未就学児
は無料
※一部入場料とは別途費用のかかる体
験などあります。

ワンフォレ実行委員会
事務局

詳しくはこちら↓

標高1000mの小田深山で木工体験や林
業機械の操縦、ハンモックに森林探検
など山あそびが楽しめる2日間。ご希望
の方はキャンプもできます（数組限
定）！

TEL  0893-44-2123
https://www.1234est.c

om/

八日市・護国
町並保存センター

TEL  0893-44-5212

町並保存地区

内子座「立川志の輔 独演会」

内子座

内子座
10月7日（日）
午後1時  開場

午後1時30分 開演

10月8日（月・祝）
午後12時30分 開場

午後1時 開演

9月29日（土）
午後2時30分 開場

午後3時 開演

ソルファ・オダ
スキーゲレンデ

（内子町小田深山）

8月18日（土）、
19日（日）

午前10時～午後3時

大江戸人形喜劇
「弥次さん喜多さん
トンちんカン珍道中」

ワンツー・ツリー・フォレスト！
（林業体験イベント）

前進座公演
「柳橋物語（やなぎばしものがた

り）」

【町内そのほか】

9月23日（日・祝）、
24日（月・振休）

午後6時～午後9時
八日市町並観月会

仲秋の名月に行われるイベント。町並保
存地区には軒先に提灯が吊され、幻想
的な雰囲気の中、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。

https://www.town.uchiko.ehime.jp/site/uchikoza/zensinza.html
https://www.town.uchiko.ehime.jp/site/uchikoza/zensinza.html
https://www.town.uchiko.ehime.jp/site/uchikoza/zensinza.html
https://www.town.uchiko.ehime.jp/site/uchikoza/hitomiza.html
https://www.town.uchiko.ehime.jp/site/uchikoza/hitomiza.html
https://www.town.uchiko.ehime.jp/site/uchikoza/hitomiza.html
https://www.town.uchiko.ehime.jp/site/uchikoza/sinosukerakugo.html
https://www.town.uchiko.ehime.jp/site/uchikoza/sinosukerakugo.html
https://www.town.uchiko.ehime.jp/site/uchikoza/sinosukerakugo.html
https://www.1234est.com/
https://www.1234est.com/


【チケット料金】2,400円（当日2,500円）
※チケット内容　お買物・飲食券500円
×5枚

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姉妹都市交
流を行う内子町が、ドイツ文化に触れる
機会の一つとして開催するイベント。ドイ
ツビールやドイツ料理を楽しめます。

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

ツーリストファーム百楽園
TEL0893-43-0266（園）
TEL0893-44-6515（自

宅）

≪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）
エコファームうちこ

（今年度終了）
TEL 080-5667-2443

※要予約（火・金曜定休
日）

≪入園料≫
大人（中学生以上）1,200円
小人（小学生）900円
幼児（3才以上）500円

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 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、入園料金等
が一部異なる場合があります。詳細は
各園までお問合せください。

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

10月6日（土）
午後12時 開場
午後1時 開演
午後5時 終了

（午後4時ラストオー
ダー）

ドイツフェスタ　2018
内子自治センター・

内の子広場

8月中旬～9月下旬
※品種により開園時期

が異なります。
ぶどう狩り

もも狩り

【観光農園】

内子町内一円
（約20箇所）

8月上旬～9月下旬 なし狩り

≪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～8月中旬

開園中～9月中旬 ぶるーべりー狩り

https://www.facebook.com/uchiko.germanfesta/
https://www.facebook.com/uchiko.germanfesta/
https://www.facebook.com/uchiko.germanfesta/
http://www.uchiko-f.com/
http://www.uchiko-f.com/
http://www.uchiko-f.com/
http://www.uchiko-f.com/

