
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　西谷

TEL 090-6287-7304

立川軽トラ市実行委員会
代表　西谷

TEL 090-6287-7304

立川軽トラ市実行委員会
代表　西谷

TEL 090-6287-7304

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

五十崎自治センター

TEL 0893-43-1221

入場無料 実行委員会（岡田）
詳しくはこちら↓

内容は企画中です。 TEL 090-3786-9176
https://ja-
jp.facebook.com/takopa
.ikazaki/

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！

♪♪7月～9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】

7月14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！

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！

8月11日（日）
午前9時～午後12時

【五十崎自治センター】

元気わくわく川まつり 2019

9月8日（日）
午前9時～午後12時

立川軽トラ市

五十崎・豊秋河原

なつまつり　たこぱ～

立川軽トラ市
立川地区

成川商店前　駐車場

五十崎夏祭り花火大会

8月18日（日）
午前10時～午後3時

7月14日（日）
午前10時～午後2時

8月14日（水）
午後8時～

午後8時20分

川あそび体験など、多数のコーナーを
設置し、楽しく遊びながら、水と人との共
生や河川環境について学び、体験でき
る。体験は有料。

五十崎自治センター・
駐車場

五十崎自治センター前
の小田川河川敷

お盆時期に帰省されている方をはじめ、
地域住民を楽しませる花火の打ち上げ
（１５分～２０分程度）、会場の両川岸堤
防法面に行燈を設置。また、五十崎自
治センター１階ホワイエでは、７月３１日
～８月３０日までの間、小中学生による
花火ポスターを展示。

https://ja-jp.facebook.com/takopa.ikazaki/
https://ja-jp.facebook.com/takopa.ikazaki/
https://ja-jp.facebook.com/takopa.ikazaki/


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

内子まちづくり
商店街協同組合

TEL 0893-44-2066

内子まちづくり
商店街協同組合

TEL 0893-44-2066

内子まちづくり
商店街協同組合

TEL 0893-44-2066

内子まちづくり
商店街協同組合

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

内子本町商店街

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。

虫送り・百八灯

小田川フォークジャンボリー
五十崎自治センター

野外ステージ
※詳細確認中。

平家の落人伝説にちなみ先祖の霊を供
養する夏祭り。牛車、ログ風の山車、絵
燈籠、太鼓台、踊り連などが商店街を練
り歩きます。まつりの最後には小田川に
1000個を超す燈籠が流されます。

7月13日（土）
※雨天時は、

14日（日）に順延
内子夏まつり

内子本町商店街

7月6日（土）
午後6時30分～

午後9時

うちこ100円商店街
※夜開催

9月21日（土）、
22日（日）

6月29日（土）、
7月20日（土）

午後6時30分頃～
午後9時

※雨天中止

内子の夜市

【内子まちづくり商店街協同組合】

8月21日（水）
午後7時30分頃～

午後9時頃

各地区でのお楽しみイベント（子ども向
けゲーム）満載です！

江戸時代から続くといわれる各商店の
取扱商品を使った造り物（オブジェ）の展
示をはじめ、屋台村の出店、各種子供
向けゲームなど（予定）。

今回は夕方からの開催！
毎回大好評の100円商店街。
売り切れ御免の商品も多いので、早い
もの勝ちです。

内子本町商店街

小田川（五十崎）
左岸堤防及び右岸堤

防　※左岸：虫送り、百
八灯

右岸：虫送り

内子本町商店街

8月6日（火）、7日
（水）

内子笹まつり

小田燈籠まつり 小田中央商店街

今回で62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、笹飾りコンクールや、笹踊り（7日）な
どの様々なイベントが行われる。

7月27日（土）
午後6時30分～
午後9時30分頃

【内子町役場 小田支所】



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

前売り金券1,000円（1,100円分を）発売
中。

道の駅　小田の郷せせらぎ
小田の郷 せせらぎＨＰ↓

清流小田川沿いの道の駅小田の郷せ
せらぎで、大好評のビアガーデンを開催
します！お子さま連れでも楽しめる雰囲
気ですので、お誘いあわせの上、是非
遊びにいらして下さい！

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

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

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

参加対象：小学校1年生～中学校3年生
定員人数：30名
参加費：38,500円（兄弟割36,000円）
申込締切：7月26日（金）※定員になり次
第締め切ります。

ソルファ・オダ
スキーゲレンデ

詳しくはこちら↓

「今をたのしく生き抜く力」
「未来をたのしく創っていく力」
「沢山のたのしみを分かち合える仲間」
そんな「力」と「仲間」に出会う場として、
ぜひご利用ください！

TEL 0892-52-3232
http://www.sol-
fa.com/eventsummerca
mp.html

【小田の郷せせらぎ】

寺村 山の神火祭り 寺村商店街　付近

7月21日（日）
午前9時～

※天候により中止の場
合あり

9月15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

セセラギ　ビアガーデン2019
7月14日（日）

午後5時30分～
午後9時30分

せせらぎデー

道の駅
小田の郷せせらぎ

ソルファ・オダ
スキーゲレンデ

小田深山
夏山ネイチャーキャンプ　2019

8月5日（月）～
8月10日（土）

※5泊6日

●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）

【ソルファオダ・スキーゲレンデ】

●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）

道の駅
小田の郷せせらぎ

文政6年（1823年）から続く伝統行事で、
山の幸と秋の豊作を祈る想いが込めら
れています。六角山の下に幻想的に浮
かび上がる「山ノ神」の火文字と「オヒカ
リ」と呼ばれる約5000の灯りが灯されま
す。

8月15日（木）
午後6時～午後10時

http://www.odamachi.com/
http://www.odamachi.com/
http://www.sol-fa.com/eventsummercamp.html
http://www.sol-fa.com/eventsummercamp.html
http://www.sol-fa.com/eventsummercamp.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

内子フレッシュパークからり

からりHP↓

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

前売り券3,800円（※当日券なし）発売
中。

内子フレッシュパークからり

からり記念祭の前日に年に１回の「ビア
ガーデン」を開催します。
素敵な音楽とからりならではのお料理を
開放的なからりの自然の中で楽しんでく
ださい。

TEL 0893-43-1122

内子フレッシュパークからり

TEL 0893-43-1122

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

募集定員：5組（20名）
参加費：大人9,300円／小学生8,300円
※そのほか詳細は右記「内子ツーリズ
ム推進協議会HP」をご確認ください。

うちこグリーンツーリズム協
会 内子ツーリズム

推進協議会HP　↓
「お山の学校ながた」を舞台に里山の本
物を探す親子旅。田舎経験値を上げた
いファミリーにおすすめです。ぜひご参
加ください。

TEL 0893-44-2118
https://uchiko-
tourism.amebaownd.co
m/

うちこグリーンツーリズム協
会 内子ツーリズム

推進協議会HP　↓

TEL 0893-44-2118
https://uchiko-
tourism.amebaownd.co
m/

うちこグリーンツーリズム協
会 内子ツーリズム

推進協議会HP　↓

TEL 0893-44-2118
https://uchiko-
tourism.amebaownd.co
m/

7月13日（土）
午後6時30分～

午後9時
からり　記念祭 前夜祭

内子フレッシュパーク
からり 中庭

内子フレッシュパーク
からり中庭

からり　フリーマーケット

ソルファ・オダ
スキーゲレンデ

からりの誕生を記念して毎年夏に開催し
ている「からり記念祭」バザーや催し物
で賑やかな一日です。ぜひお越し下さい
ませ。

清流小田川で川遊びを体験できるプラ
ンです。遊び場へ案内し、川遊びの道具
を貸し出しします（宿泊対象者のオプ
ションです）。
※宿の宿泊料金や川遊び道具の貸し出
し料金等は、右記「内子ツーリズム推進
協議会HP」よりご確認ください。

「お山の学校 ながた」

《宿泊場所》
①ステラ・ミラ
②ログ立山

③天忠の宿ひろこ
※①、②、③のいずれか
に宿泊される方が対象で

す。

随時
※要予約

【うちこグリーンツーリズム協会】

7月13日（土）～
14日（日）　※1泊

※要予約

カブトムシと五右衛門風呂の
田舎の親子旅

7月15日（月）～
8月30日（金）

※夏休み期間中
※要予約

川遊びで自然満喫する親子旅

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。
掘り出し物があるかも！？

からり　記念祭

自然豊かな小田深山。夏のスキー場を
拠点に山遊びを体験できるプランです。
1日限定10組までの利用なので、ゆった
り！のんびり！キャンプ初心者大歓迎
です。
※料金などの詳細は、右記「内子ツーリ
ズム推進協議会HP」をご確認ください。

夏がオススメ！
小田深山で過ごす親子旅

（ファミリーキャンプ）

内子フレッシュパーク
からり中庭 他

【内子フレッシュパークからり】

7月7日（日）
午前10時～午後3時

7月14日（日）
午前10時～午後3時

http://www.karari.jp/
https://uchiko-tourism.amebaownd.com/
https://uchiko-tourism.amebaownd.com/
https://uchiko-tourism.amebaownd.com/
https://uchiko-tourism.amebaownd.com/
https://uchiko-tourism.amebaownd.com/
https://uchiko-tourism.amebaownd.com/
https://uchiko-tourism.amebaownd.com/
https://uchiko-tourism.amebaownd.com/
https://uchiko-tourism.amebaownd.com/


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

入場無料　※要予約
内子町役場

町並・地域振興課
詳しくはこちら↓

平家滅亡の物語を、学生たちが古人の
心情や過去の風景に寄り添いながら現
代にも通じる群像劇としてエネルギッ
シュにREMASTERします。

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

a/sikokugakuin.html

【チケット】
前売り券 4,000円、当日券 4,500円
※全席指定
《チケット取扱い》
おおず赤煉瓦館、ケーブルネットワーク
西瀬戸、内子町 町並・地域振興課、内
子座

内子町役場
町並・地域振興課

詳しくはこちら↓

ゲストに、現在の師匠である立川志らく
も登壇します。

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

a/siramon.html

【ご観劇料】
松席8,000円、特竹席7,000円、竹席
5,000円、梅席3,000円　※全席指定

内子座文楽公演実行委員
会　　　　　　　　　　　事務局

詳しくはこちら↓
内子町が全国に誇る芝居小屋「内子
座」で、日本を代表する伝統芸能「文楽」
の世界を、どうぞ心ゆくまでお楽しみくだ
さい。

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

/

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

【各日入場料】おひとり500円（3歳以下
無料）

イベントＨＰ↓

標高1000mで林業体験とキャンプ！
木工体験にきこり体験、避暑地で林業
の日常を楽しもう。3回目となる今年も人
気フードトラックなど出店決定！
※キャンプ宿泊は数組限定です。

https://www.1234est.c
om/

八日市・護国
町並保存センター

TEL0893-44-5212

ソルファ・オダ
スキーゲレンデ

内子座

【町内そのほか】

内子座文楽　第23回公演 内子座

7月21日（日）
午後2時 開演

四国学院大学
アーティスト・イン・レジデンス・

プログラム
「平家物語　REMASTER」

【内子座】

8月24日（土）、
8月25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3日（土）

午後2時 開場
午後2時30分 開演

立川　志ら門
二ツ目昇進落語会 in 内子座

9月14日（土）、
15日（日）

八日市町並観月会 町並保存地区

八日市・護国地区の家々の軒先に住民
手づくりの行灯が灯され、町並みが幻想
的な雰囲気に包まれます。歴史ある町
家が、灯火の中に浮かび上がる光景
は、まるで映画のワンシーンのようで
す。

8月24日（土）、
25日（日）

午前10時～午後3時

ワンツー・ツリー・フォレスト！
（林業アウトドアイベント）

https://www.town.uchiko.ehime.jp/site/uchikoza/sikokugakuin.html
https://www.town.uchiko.ehime.jp/site/uchikoza/sikokugakuin.html
https://www.town.uchiko.ehime.jp/site/uchikoza/sikokugakuin.html
https://www.town.uchiko.ehime.jp/site/uchikoza/siramon.html
https://www.town.uchiko.ehime.jp/site/uchikoza/siramon.html
https://www.town.uchiko.ehime.jp/site/uchikoza/siramon.html
https://www.town.uchiko.ehime.jp/site/bunraku/
https://www.town.uchiko.ehime.jp/site/bunraku/
https://www.town.uchiko.ehime.jp/site/bunraku/
https://www.1234est.com/
https://www.1234est.com/


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・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
TEL　0893-43-0266

≪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
TEL　080-5667-2443

※要予約
（火・金曜定休日）

※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/

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）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）

※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/

内子町内一円
（約20箇所）

8月中旬～9月下旬
※園および品種によ

り、　開園時期が異なり
ます。

ぶどう狩り

≪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）400円

8月上旬～9月下旬 なし狩り

【観光農園】

ぶるーべりー狩り

7月中旬～8月上旬
（目安期間）

もも狩り

7月上旬～9月中旬
（目安期間）
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