♪♪3月～5月の内子町内イベント情報♪♪
（※順不同で掲載しております）

【桜まつり】
日時

3月30日（土）、
31日（日）
午前10時～午後3時

イベント名

石畳東のシダレザクラまつり

3月30日（土）、
31日（日）
午前9時～

立石まるごと春まつり
（尾首の池 会場）

3月下旬～開花時期
午前9時～
※ほぼ毎日開催

立石まるごと春まつり
（相野の花 会場）

3月31日（日）
午前10時～午後3時

場所

内容・参加料など

お問い合わせ先

樹齢350年以上と言われる、石畳東のシ

石畳の宿

石畳東のシダレザクラ ダレザクラ。農家の軒下で地域の伝統
食を味わいながら、美しいシダレザクラ
周辺
をゆっくり眺めることができます。

TEL 0893-44-5730

●釜揚げうどんの食べ放題
お1人500円（幼児無料）
※150名様分売り切れ次第終了

内子町役場 小田支所

第7回
内子の山里 野村桜まつり

立石自治会HP↓

尾首の池・イベント広場
桜餅やイチゴ大福、地元の特産品など
（内子町立石）
販売などを販売します。
また、桜の開花期間中、尾首の池と相
野の花の両会場で午後7時から10時ま
でライトアップを実施。

相野の花・竹崎邸
（内子町立石）

野村集会所
（内子町本川1233番
地）

おもてなし。また、夜間（午後7時～午後
10時）はライトアップをします。

イベント写真・チラシ

TEL 0892-52-3111

内子町役場 小田支所

http://www6.plala.or.jp/
tateishi/

立石自治会HP↓

TEL 0892-52-3111

http://www6.plala.or.jp/
tateishi/

お問い合わせ先

イベント写真・チラシ

お食事券（おにぎり＆しし鍋セット）500
円
※お食事券は当日会場で
販売
杵つき芋もち、地元産品、ビール・酒の
販売などが行われます。

【内子東自治センター】
日時

3月10日（日）
午前9時～午後12時

4月14日（日）
午前9時～午後12時

イベント名

立川軽トラ市

立川軽トラ市

場所

立川地区
成川商店前 駐車場

立川地区
成川商店前 駐車場

内容・参加料など

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 西谷

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 西谷

TEL 090-6287-7304

TEL 090-6287-7304

5月12日（日）
午前9時～午後12時

立川軽トラ市

立川地区
成川商店前 駐車場

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 西谷

TEL 090-6287-7304

【大瀬自治センター】
日時

イベント名

場所

内容・参加料など

連ねた筏が巧みな操作によって川を下

4月28日（日）

川登 川まつり・筏流し

内子町大瀬川登地区 る勇壮な姿をカメラに収めようと、多くの
方が訪れます。筏乗り体験はもちろん、
（「いかだや」周辺） もちまきや地元の特産品直売なども見
逃せません。

お問い合わせ先

イベント写真・チラシ

大瀬自治センター

TEL 0893-47-0102

【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

◎お得な子どもチケットの販売あり
500円→600円分使える
1,000円→1,200円分使える

3月24日（日）
午前10時～午後3時

4月7日（日）
午前10時～午後3時

からり 春まつり
＆
子どもフェスティバル

からり フリーマーケット

お問い合わせ先

内子フレッシュパークからり
からりHP↓

内子フレッシュパーク 春休みまっさかり！自然のなかでめいっ
からり
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。
お子様、またはお子様連れの方はお得
な子どもチケットがご利用いただけま
す。

内子フレッシュパーク 生産者と職員がもちよってフリーマー
ケットを行います。
からり中庭 他
掘り出し物があるかも！？

TEL 0893-43-1122

内子フレッシュパークからり

TEL 0893-43-1122

4月27日（土）
午前8時～

からり リニューアルオープン

イベント写真・チラシ

からりの直売所がリニューアルオープン
内子フレッシュパークからり
します！
内子フレッシュパーク 新しいガラス張りの店舗でゆったりとお
買物をお楽しみください。
からり
オープニングに合わせてイベントを行い
TEL 0893-43-1122
ます。ぜひからりへお越しください。

http://www.karari.jp/

【小田の郷せせらぎ】
日時

3月17日（日）
午前9時～
※天候により中止の場
合あり

4月21日（日）
午前9時～
※天候により中止の場
合あり

5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

せせらぎデー

せせらぎデー

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

●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・
小田の郷 せせらぎＨＰ↓
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
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）

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）

【ソルファ・オダスキーゲレンデ】
日時

4月4日（木）～6日
（土）※2泊3日

イベント名

小田深山
春山ネイチャーキャンプ 2019
【2泊3日】

場所

内容・参加料など

お問い合わせ先

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

●参加対象 平成31年度 小学1年生～
中学3年生
●参加費用 23,800円（プログラム・宿
泊・食事・保険等）
●定員 30名
●申込締切 3月29日（金）※定員になり
次第締切ます。
春の小田深山の自然環境を活かした
「子どもの感性を育む宿泊型体験プログ
ラム」をご用意してお待ちしています！
ぜひご参加ください。

TEL 0892-52-3232

イベント写真・チラシ

ソルファ・オダ HP↓
http://www.sol-fa.com/

【内子町役場 小田支所】
日時

3月9日（土）
午後2時～午後9時

イベント名

スノーシューをはいて見る星空
と雪景色
「冬の森と星空ウォーク」

場所

《集合場所》
JR内子駅
または
内子町役場内子分庁

内容・参加料など

お問い合わせ先

【参加費】大人1,500円（高校生以下500
円） ●定員20名（先着順）
※申込期限 2/28（木）
●準備物 弁当（夕食）、防寒着、長靴、
タオルなど（氷点下になる場合もあるの
で、十分な防寒装備が必要です。）

内子町役場 小田支所

昼は冬のひっそりとした森の散策。夜は
澄んだ冬空の無数の星を体験します。

TEL 0892-52-3111

内容・参加料など

お問い合わせ先

イベント写真・チラシ

【オーベルジュ内子】
日時

3月17日（日）
午後6時30分～ 開宴
午後8時30分 閉会

イベント名

第7回 内子ほろよい
新酒発表会

場所

オーベルジュ内子
レストラン

【チケット制】お一人様 4,500円
【定員】60名
※下記、主催・協賛の店舗にて事前に
チケットをお買い求めください。
《主催：米田酒店、オーベルジュ内子》
《協賛：酒六酒造、千代の亀酒造》

オーベルジュ内子

今年も春の新酒発表会を開催いたしま
す。新酒の飲み比べと立食バイキング
のお料理をお楽しみください。

TEL 0893-44-6565

イベント写真・チラシ

【うちこグリーンツーリズム協会】
日時

4月21日（日）
午前7時30分（集合）
～午後4時頃

イベント名

みそぎ お大師めぐり

場所

内容・参加料など

御祓（みそぎ）地区に点在する88箇所の
内子町御祓（みそぎ）地
お大師様を巡礼します。あたたかい御接
区
待を受けながら長い距離を進みます。

お問い合わせ先

内子町役場
町並・地域振興課

TEL 0893-44-2118

4月28日（日）

内子みそぎ自然浴ツアー

泉谷の棚田を中心に、同地区周辺を巡
るツアー（要事前申込）などを実施予
定。
内子町御祓（みそぎ）地
百選に選ばれた棚田の絶景をはじめ、
区
山間地域だからこそ感じることができる
春の息吹を存分に楽しむことができま
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

【内子座】
日時

イベント名

3月21日（木・祝）
【午前の部】
午前11時 開演
【午後の部】
午後2時30分 開演
（開場は各30分前）

3月24日（日）
午後12時 開演
午後3時30分 開演
（1日2回公演）

還暦・噺家生活40周年記念
「桂米團治（かつら よねだん
じ） 独演会」

南原清隆・近藤芳正 2人芝居
「あんまと泥棒」

場所

内容・参加料など

内子座

【チケット】1/11(金）～前売り券発売開
始
全席指定 前売り4,000円、当日5,000円
【チケット販売】
内子町役場 町並・地域振興課、内子
座、まちの駅 Nanze など
内子座での襲名披露公演から10年。
桂米團治が内子に戻ってきます。歴史
情緒あふれる芝居小屋と古典芸能上方
落語のコラボレーションをお楽しみくださ
い。

内子座

お問い合わせ先

イベント写真・チラシ

eatチケット
インフォメーション
TEL 089-946-2888
詳しくはこちら↓
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/katurayonedannji1.ht
ml

【チケット】
全席指定6,000円
※内子座とっておき友の会先行発売
12/17（月）～
※内子町民先行販売 12/19（水）のみ
※一般発売 12/20（木）～
【チケット取扱い】
内子座オンラインチケット、内子町役場
町並・地域振興課、内子座 ほか

内子町役場
町並・地域振興課

1971年初演の傑作新作歌舞伎を気鋭
の脚本家・演出家、倉持裕が大胆にリメ
イク！内子座のみで一日限りの特別公
演！

TEL 0893-44-2118

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

内容・参加料など

お問い合わせ先

イベント写真・チラシ

詳しくはこちら↓

【町内そのほか】
日時

3月2日（土）～
4月3日（水）
午前9時～
午後4時30分
※毎週火曜定休日
3月15日（金）
午前10時～午後4時
頃

イベント名

高橋邸 ひなまつり

高昌寺・ねはん祭り

場所

高橋邸では、ひな祭りにあわせ歴史あ
るお人形や珍しいお人形を展示してい
ます。
文化交流ヴィラ「高橋邸」
ひな人形を鑑賞しながらゆっくりお茶な
どいかがでしょうか。心よりお待ちしてお
ります。

高昌寺

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、もちまきなどが行われ
ます。

文化交流ヴィラ「高橋邸」

TEL 0893-44-2354
ねはんまつり奉賛会
TEL 0893-44-2409

●参加費：500円（喫茶代のみ）

3月16日（土）、
内子再発見企画！
17日（日）、23日（土）
「町民のみなさん限定
午前10時～
モニターガイドツアー」
午後12時30分
“内子ねき歩き・町並みコース”

《集合場所》
八日市・護国
町並保存センター
《コース》
町並保存センターから
内子座までの1,2km

※通常価格は2,500円（ガイド料･入館料･喫
茶代）

内子町ビジターセンター

●申込締切：各開催日の1週間前まで
今回は町民の方限定特別コースを開催
します。普段見慣れた風景をガイド付き
でゆっくり散策してみませんか。

TEL 0893-44-3790

ウインドアンサンブル カイ
ツ 団長（新本）

入場無料

3月24日（日）
午後1時30分 開場
午後2時 開演

ウインドアンサンブルカイツ
10ｔｈ コンサート

4月6日（土）、7日（日）
五十崎クラフトフェア
【6日（土）】
午前10時～午後4時30 -第24回 暮らしの中の手仕事展
分 【７日（日）】
午前9時～午後4時

4月14日（日）
午前10時～午後3時
※雨天決行

5月5日（日・祝）

第2回 お宝探そう市

いかざき大凧合戦

五十崎自治センター
大ホール

五十崎凧博物館
研修創作室

石畳清流園

五十崎・豊秋河原

内子町の社会人吹奏楽団「ウインドアン
サンブル・カイツ」がクラシックなど様々
な曲を演奏します。
《曲目》
・組曲「宇宙戦艦ヤマト」
・2019年度吹奏楽コンクール課題曲 ほ
か
入場無料
※凧博物館の観覧は入館料が必要で
す。
地域の素材・伝統の技・新しいアイデア
を駆使して生まれたこだわりの逸品をご
紹介しています。◎ワークショップも開
催
内子の町並みから車で約20分。大自然
の中でフリーマーケット！羽釜ごはん、
地元野菜の炭火手あぶり、さつま汁、ハ
ヤシライス、湧き水淹れたてコーヒー、
ビール、ジュースなどいろいろご用意し
てお待ちしております！

約400年の歴史を持った、内子町最大の
伝承行事です。凧に仕込んだ「ガガリ」と
呼ばれる刃物で相手の糸を切りあう勇
壮な戦いが繰り広げられます。そのほ
かにも、“百畳凧”の凧揚げの挑戦や、
凧踊りの披露や和太鼓演奏なども行わ
れます。

TEL 090-8699-4145

成田

TEL 090-1170-0270

担当：杉田

TEL 090-8500-5390

内子町役場
町並・地域振興課

TEL 0893-44-2118

【観光農園】
日時

1月5日（土）～
5月中旬
（目安期間）

イベント名

場所

エコファームうちこ

いちご狩り
TEL 080-5667-2443

内容・参加料など

≪入園料≫
大人（中学生以上）1,200円
小人（小学生）1,000円
幼児（3才以上）800円
※平日は、各100円引き
※要予約 （火・金曜定休日）

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/

