「えひめいやしの南予博2016」自主企画プログラム
認定プログラム一覧
認定プログラム〔１１７件〕
◆新規プログラム〔８４件〕
No.

1

市町

団体名

宇和島 NPO法人 元気島プロジェクト

2

宇和島

うわうみ漁業協同組合
戸島支所女性部

3

宇和島

犬飼ライダーズ

プログラム名
～海中からの贈り物～
「宇和海熟成酒」特別試飲会

開催期間

内容

「宇和海熟成酒特別試飲会」は2016
半年以上の時間（平成27年11月末～平成28年6月）をかけて戸島沖水深20ｍの
年9月の3週間程度。
メインイベント「戸島ぶり餌やり＆宇和 海底で熟成させたお酒「宇和海熟成酒」が平成28年9月に宇和島市内のとじま亭
海熟成酒引き上げ見学-試飲・試食 で試飲できます。
パーティ」は１１月下旬の土曜日

戸島ぶりコンテスト入賞ぶり認定記念
期間（３週間）の試食会は2016年11月
戸島のぶりの№1を競うコンテストを平成28年1月に開催しました。そこで入賞した
の3週間程度。
～とじま亭・限定企画～
戸島のぶりを「戸島金賞ブリ」と名付け、11月に宇和島市内のとじま亭で試食会
一番おいしい「戸島金賞ブリ」満喫会 メインイベント「戸島ぶり餌やり＆宇和
海熟成酒引き上げ見学-試飲・試食 を開催します。
パーティ」は１１月下旬の土曜日

～S-BIKE/E-BIKE～
通年（3月26日～11月20日）
専門ガイドと行く自転車プチ旅行

4

宇和島

九島地区地域づくり協議会

九島まるごとレストラン

5

宇和島

牛鬼制作委員会

～本格体験！ダンボールアート～
牛鬼の頭／マスコット牛鬼づくり

春：花園ウォーク（4月上旬）、二十四
拝様（4月下旬）、バラ園（5月上旬）
夏：BBQイベント（7月頃）、扇子踊りと
かき氷販売（8月中）
秋：秋祭り（8月中）、くるりんウォーク
＆島の市（11月上旬）

専門の講師を呼んで、南予各地を自転車で巡るサイクリングツアーです。このツ
アーを通じ、サイクリングガイドの養成を行い、南予をサイクリングの聖地にして
いく事を目指します。
宇和島市九島にこの春「九島大橋」が開通し、今までよりも訪れやすくなります。
来ていただいた方への食のおもてなしをする為、島内の各スポットに仮設食堂を
開く取り組みを始めます。夏には九島の美味しい食材を使ったBBQを実施しま
す。
宇和島のシンボルであり、魔除けとしても親しまれている「牛鬼」をダンボールで

通年（3月26日～11月20日）こ 作る体験が宇和島市の中心商店街で開催しています。短期間で出来る「マスコッ
ト牛鬼」は玄関に飾ることもでき、子供のおもちゃとして作ってあげても喜ばれま
の期間で随時予約で対応
す。

6

7

宇和島

宇和島

芝桜まつり・まきばのガーデン
まつり実行委員会

～山本牧場・新企画～
花のガーデンBBQ祭り

企業組合こもねっと

こもぶち海上フェスティバル

スリーラインズ

宇和海の魚と養殖魚を知って
お魚博士になろう！

8

宇和島

9

宇和島 宇和島漁業協同組合青年協

建て干し網漁体験

・山本牧場の芝桜まつり…4月1日～5
月6日
・まきばのガーデンまつり…年5月6日
～7月31日
・まきばでBBQ…5月22日

春の宇和島市津島町御槇で牧場の芝生に咲く芝桜の美しい風景や様々な体験
プログラムが楽しめる「山本牧場の芝桜まつり」を開催。更に、新たな企画とし
て、牧場で育てた花を楽しむ「まきばのガーデンまつり」と特別な熟成肉を使った
BBQ「まきばでBBQ」も開催します。

4月23日～6月26日毎週土曜日

毎週土曜日に「こもてらす」で、新鮮な鯛や焼いた岩ガキに舌鼓を打ちながら、海
に面したテラスでフラダンスや尺八を楽しめます。6月26日には、こもてらすに設
置した特設ステージで和太鼓コンサートを実施予定です。（和太鼓コンサートの
時には、旅客船をチャーターします。）

4月4日～11月20日

魚をよく知る養殖屋さんの船で沖合に浮かぶ養殖場での「鯛の餌やり体験」や、
新鮮な真鯛を包丁でさばいて、試食を楽しむ「お魚教室」を体験することができま
す。体験を楽しんだ後には、「真鯛のフルコース」で舌鼓。また、5月～7月の期間
限定で月に１回、「建て網漁体験」で本格的な漁体験も楽しめます。

7月～8月の間に2回開催

堂崎海岸の砂浜清掃をした後に、満潮時にあらかじめ海岸の浅瀬に立てかけて
おいた幅120m×高さ4mの巨大な網を使った「建て干し網漁」が体験出来ます。

通年（3月26日～11月20日）

宇和島を代表する真珠産業、あこや本真珠を小物作り、アクセサリー作り、珠出
し体験などの様々な体験を通じて肌で感じて下さい。そして、第2の知られざる魅
力「真珠貝貝柱」を生かした料理教室で新たな発見があるかも。

あこやひめ

宇和島真珠身近に感じよう！

11 宇和島

NPO法人柑橘ソムリエ愛媛

NPO法人柑橘ソムリエ愛媛
『柑橘の世界』

① 4月9日（ピールアート創作、柑橘の
食べ比べ・飲み比べ）
4月9日（柑橘カクテルを考える会）
4月10日（ピールアート創作）
② 4月中旬～随時（柑橘Bar）

①１０数種類が並ぶ柑橘の試食やジュースの試飲、②ピールアーティスト才田春
光先生による柑橘の皮を使ったワークショップ・「ピールアート教室」、③旬の柑
橘をふんだんに使ったカクテルを提供する「柑橘BAR」など、南予の特産である
柑橘の魅力をあらゆる角度から発信。

12 宇和島

南レク株式会社

えひめいやしの南予博2016
自主企画イベント
「南楽園秋の盆栽展」

10月29日～11月20日

南予の盆栽愛好家たちが丹精込めて仕立てた盆栽を、南楽園が一望できる園
内中央芝生広場に集めました。期間中、出展者による盆栽教室や販売も開催さ
れます。また、期間中の日曜日には園内各所にて野点や郷土芸能の発表会など
様々な催物を開催します。

13 宇和島

真珠会館

本真珠アクセサリー作り

通年（3月26日～11月20日）

本真珠と本貴石を使って、世界にひとつの真珠アクセサリー作りが体験できま
す。真珠メーカーならではの品揃えで、女性真珠加工者が親切・丁寧に指導しま
す。

14 宇和島

盛運汽船㈱

ぐるりうわ海

通年（3月26日～11月20日）

宇和島新内港を出港し、宇和海をぐるっと一周する「ぐるり宇和海」。航路の違う
高速船2隻と普通船1隻があり、どの船にもクルーズ専用料金で乗船可能です。

15 八幡浜

（特非）八幡浜元気プロジェクト
８８プロジェクト

ＢＯＣＯタワー世界選手権

16 八幡浜

八幡濱港拓実行委員会

八幡濱港拓2016

17 八幡浜

八幡浜雑魚出世街道
プロジェクト委員会

八幡浜ＺＡＫＯ48総選挙

18 八幡浜

10 宇和島

①6月18日、②8月6日、③10月23
八幡浜の特産品である「かまぼこ」。食べ終わった〝かまぼこの板〟を積み重
日
ね、高さを競う世界初の選手権を開催します。
イベント出展 依頼があれば随時

6月26日、8月7日

八幡浜と言えば、「みかんと魚のまち」のイメージですが、かつては港を中心に栄
え、「伊予の大阪」と称されるほど、多くの人・ものが行き交い、商港として発展し
た町です。そんな八幡浜の素晴らしい町並みや歴史などに触れるまち歩きイベ
ントを実施します。

11月6日（予定）

魚種の豊富な八幡浜港。そこで水揚げされる雑魚（低利用魚）４８種類を使った
総選挙イベントを開催します。「ＺＡＫＯ４８」という雑魚アイドルの中で№１を決め
るため、味の好み、見た目、名前の親しみやすさ、インパクトなどにより人気投票
を行います。

ほない女性塾

よみがえるドレスメーカー女学院
～アンティークドレスｄｅ
優雅なひととき～

ドレス試着（4月～11月の第2日曜日）
ミシン体験教室（4月～11月の第4日
曜日）
企画展（4～5月・9月～11月の第2日
曜日

明治期に建てられた洋館を舞台にドレスメーカー時代の教師を招いた親子でのミ
シン体験教室を開催。アンティークドレスの試着・記念撮影、希望者はドレスを着
たまま、擬洋風建築、赤レンガ塀など、どこか懐かしい風景に出会うことができる
町並みの散策も可能です。

19 八幡浜

真穴座敷雛保存会

あんな・こんな・真穴の座敷雛

座敷雛・資料展 4/2・4/3
資料展示・雛あられ作り体験・コー
ヒー販売・ピザづくり体験 （4/9～5月
末までの土日祝）

八幡浜市真穴地区では、毎年4月2・3日に長女の初節句を祝うため、座敷いっぱ
いに雛飾りをし、一般公開します。そのような歴史ある座敷雛についての資料展
や産業、歴史資料も展示するほか、雛あられ作り体験、石窯ピザ作り体験、地引
網体験を実施します。

20 八幡浜

チーム大島

大島まるごと食べづくし
＆島体験

6/12・7/10・8/14
（6月～8月の第2日曜日）

大島の海の幸・山の幸を使った、その名も『大島カレー』の提供など、大島のうま
いもんをそろえた「昼市」を開催。大島をまるごと食べつくした後は、レンタサイク
ルで島の魅力を存分に味わうことができます。

21 八幡浜

大島さんぽ実行委員会

大島さんぽクルージング

①八幡浜湾おさんぽクルージング
５月３日～４日及び８月１３日・１４日の午後２
時発
②カフェクルージング
５月、７月、９月の最終土曜日 午後４時発
③自分色クルージング
ご希望の日時

大島さんぽクルージングでは、３つのテーマからあなたに合ったテーマで八幡浜
湾周辺をクルージングして頂けます。100％島育ちの美味しいみかんジュースを
ご用意してお待ちしてます。

22 八幡浜

冬桜祭（とうおうさい）

夫婦岩再生プロジェクト（仮）

①七夕フェスティバル
7/10、7/24、8/7
７月には、“夫婦“岩の下で、七夕フェスティバルを実施します。そのほか、竹の間
②竹細工作成体験 8月～10月の第
伐を行い、その竹を使った1,031個（とうおうさい）のバンブーキャンドル点灯祭、
2日曜日・第4日曜日
③バンブーキャンドル点灯祭 10月30 バンブーアートの大展示祭を実施します。
日

23 八幡浜

㈱谷本蒲鉾店

谷本蒲鉾店 じゃこ天・ちくわ
製造体験

通年（3月26日～11月20日）

八幡浜名物・じゃこ天製造の作業風景を見学できるだけでなく、製造体験工場
「できるん」にて、じゃこ天やちくわの製造体験もできます。

第４回やわたはまＧＯＧＯ！
三輪車レース

８月６日(予定)

新町商店街アーケードが三輪車レースのサーキットに！？
交通規制をかけて新町商店街中心部をレース会場とし、子どもはもちろん、大人
も競輪選手も三輪車による真剣勝負のタイムアタックに挑みます。

①オレンジデーコンサート：4月14日
②芝生コンサートｗｉｔｈ軽トラ市：10月
10日

歌うみかん生産者フレッシュレンジによるみかんやちゃんぽんの思いを一杯詰め
込んだ楽しいコンサートを開催します。10月10日には、コンサートの他、「あなた
もスター！八幡浜ちゃんぽん物語のど自慢大会」やどーやお魚クイズ、軽トラ市
によるグルメやフリーマーケット等楽しいイベントも盛りだくさん。

24 八幡浜 八幡浜新町商店街振興組合

25 八幡浜

歌うみかん生産者
フレッシュレンジ

26 八幡浜

親子でつくる手打ちちゃんぽん
実行委員会

27 八幡浜

榊雅楽会

オレンジデーコンサートｉｎみなっと
第４回みかん＆ちゃんぽん
芝生コンサートwith軽トラ市

①5月
八幡浜初 親子でつくる本格的
②9月
創作手打ちちゃんぽん体験会
③11月
さわってみよう！
雅楽あそび体験

4月3日～11月20日

八幡浜市民のソウルフード「八幡浜ちゃんぽん」のルーツを学びながら、親子で
麺打ち体験ができるイベント。本格的な麺打ちを体験し、我が家流ちゃんぽんを
作って、食べることができます。
いやし系の音楽として今注目されている雅楽を体験できる又とないチャンスで
す。
生演奏を聴いたり直接楽器を吹いてみたり、はたまた白衣や衣裳を着けて悠久
の歴史にタイムスリップ。
鹿野川荘屋上から気軽に天体望遠鏡で星空観察と正山天文台「まんてんのへ

28

大洲

正山星の会

～天体望遠鏡とプラネタリウムで満喫～

スターOZU ｉｎ 鹿野川温泉

通年（3月26日～11月20日）こ や」で、より大きい天体望遠鏡を使用しての詳細な星空観察が体験できます。地
元正山星の会による星空説明もあります。 なお、天候不順時は屋内でプラネタリ
の期間で随時予約で対応
ウムによる星空解説を開催します。

29

大洲

鹿野川湖愛遊会

～湖を丸ごと貸し切り～
花と鳥の鑑賞会／バスフィッシング

通年（3月26日～11月20日）この期間
で随時予約で対応
・花見：3月下旬～4月上旬
・バスフィッシング：4月中旬～11月下
旬
・おしどりウォッチング：12月上旬～2
月下旬(南予博終了後)

30

大洲

赤煉瓦ふれあい倶楽部

～ハイカラ・ロマン・レトロを体感～
明治・大正・昭和の時間旅行

・バラ展：5月下旬
・ビッグホビー展：7月16日～31日
・カフェ：4月～10月中の土日祝

31

大洲

肱川カヌーイング

いやしの肱川カヌーツーリング

通年（3月26日～11月20日）こ 道の駅「清流の里ひじかわ」付近のスタート地点を出発し、インストラクターと共
に清流肱川を約6キロ下るロングライドツーリング（約３時間）を体験できます。
の期間で随時予約で対応

大洲藩鉄砲隊

～目指せ、大洲藩鉄砲隊～
輪ゴム火縄銃・射的大会in大洲城

５月21日・８月２０日・１０月２２日
年3回（春・夏・秋）
第3土曜日

大洲城で小学生を対象にゴム火縄銃の射的イベントを開催します。
参加する小学生は大洲城内でダンボール製の鎧を手作りし、格好は戦国武者に
成りきります。ゴム火縄銃は内子手仕事の会が手作りする、本物そっくりのゴム
火縄銃を使用します。

坂本龍馬脱藩の道ガイドの会

坂本龍馬脱藩の道ミニウォークと
懐かしの食を楽しむ

4月16日・5月21日・6月18日・7月16
日・8月20日・9月17日・10月15日・11
月19日
（各月1回程度開催：第3土曜日の予
定ですが、変更する場合もあります。）

坂本龍馬が脱藩した当時の風情が残る河辺の山道を案内人と共に約２．５㎞歩
きます。歩き終わった後に食べる、地元産の食材を使った昔懐かしい料理を現代
風にアレンジした料理は格別の美味です。また、宿泊を希望する方は羽釜でご
飯を炊く体験や、6月にはホタルの観賞など里山ならではの魅力を体験できま
す。

32

33

大洲

大洲

34

大洲

大洲雅楽同好会

～蘇る藩政時代～
復活・道楽/大洲“お成り行列”

35

大洲

稲積癒しの里山

稲積癒しの花祭り

36

大洲

霧の芸術祭準備室

霧の芸術祭

37

大洲

特定非営利活動法人かわうそ
復活プロジェクト

大洲わくわく自然観察会

38

大洲

長浜商店連盟

長浜レンタサイクル（再来る）ん
プロジェクト

39

大洲

南予ふれあい乗馬クラブ

海・夕陽・ドキドキ乗馬体験

40

大洲

赤煉瓦ふれあい倶楽部

41

大洲

アンティーク なづな

42

大洲

風の博物館友の会

鹿野川湖を会場に自然環境に配慮した電動ボートを利用して他では体験できな
い湖面から桜のお花見と、通年バスフィッシングを気軽に楽しめます。また、冬に
は双眼鏡を利用して鹿野川湖に飛来する「おしどり」の生態を間近で観察できま
す。

レトロな雰囲気のおおず赤煉瓦館を会場に、アンティーク家具を利用したカフェ
の開催と合わせてバラ展やビッグホビー展を開催します。

八幡神社の御神幸祭（お成り：大名行列）にて、 江戸時代まで行われていた怜
11月2日（道楽）
人（れいじん：雅楽演奏者）による道楽（みちがく：歩きながらの雅楽演奏）を復活
※雨の場合は11月3日
させ、大洲の町並の中を、悠久の音色を奏でながら大名行列と共に歩きます。ま
鵜飼い船：6月1日～9月中旬の間
た、鵜飼いシーズン中には、鵜飼いの観光客に向けて船上で雅楽演奏や大洲城
大洲城
でのイベントにおいて雅楽演奏を行います。
花菖蒲園：6月5日～6月20日
アジサイ園：6月10日～7月15日
彼岸花：9月10日頃

稲積地区の美しい田園風景（棚田）に、6月上旬には花菖蒲（120種類２万株）、ア
ジサイ（250種類）、秋には彼岸花が咲き誇ります。
休憩所では、、うどん、コーヒ等の販売、とれたての農産物直売を行います。

10月1日～11月20日

世界で唯一この地に発生する自然現象「肱川あらし」をモチーフにアートの力を
使い、地域社会におけるアートの可能性を探るアートプロジェクトの０年度目ス
タート。市内外の様々なアーティストと地域住民による手作りの芸術祭を開催し
ます。

期間中 毎月第２日曜日

大洲城周辺のすばらしい景色を眺め、ゆっくり歩きながら実施するバードウォッチ
ング入門体験です。観察会では各季節、平均して30種類以上の鳥を観察でき、
スタッフが丁寧に鳥の生態を解説します。

５月～１１月

町内のガソリンスタンドを『店の駅』として、集客。レンタサイクルの受付などを行
い、自転車で長浜を満喫してもらいます。長浜のキーワード、肱川あらし、開閉
橋、ふぐ、坂本龍馬など、町の自然、歴史文化、食をテーマとしたサイクリング
コースを設定します。

通年【Ａコース】
4月～9月の毎週水・土曜日【Ｂ
コース】

海を見ながら、夕陽を見ながらゆっくり歩くドキドキの乗馬体験！
写真撮影・乗馬レッスンの見学無料です。

～感動の名作はここからはじまった～
エジソンが発明した
4月～11月までの第3日曜日
映写機キネトスコープ試写会

世界で初めてトーマスエジソンが発明した手回し映写機キネトスコープと１９１２
年フランス、パテ社製のパテ・コックという手回し映写機で当時の短編映画、フィ
ルムの上映を行います。映画鑑賞後は約100年前にエジソン社が販売したコー
ヒーメーカーでたてたコーヒーを賞味できます。

こまち sampo

4月～11月

おはなはん通りや明治の家並み、臥龍山荘、大洲城など大洲の歴史の華に彩ら
れた町並を、お気に入りの着物を着て散策しませんか。

絶景の歌麿カフェ

4月～11月

県立自然公園の鹿野川湖畔を眼下に広がる絶景の180度パノラマビューと、日
本を代表する浮世絵師 喜多川歌麿の貴重な版木や浮世絵を観ることができる
歌麿カフェ。和紙デザイナー佐藤友佳理氏デザインの和紙を取り入れた和テイス
トの空間の中で至福の一杯をお楽しみください。
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大洲

樫谷棚田保存会

天空のかくれ里・樫谷棚田
お手伝い隊
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大洲

the ZEN ～坐禅～

禅寺で修行体験

6月及び10月

自然あふれた棚田で農業体験の魅力を伝え、観光客をはじめ多くの方を呼び込
みます。

4月～10月の各月第1土曜日
国指定重要文化財【如法寺】の仏殿において、静寂の中での座禅体験。
(但し、9月のみ10日)
春のジオツアー：5月15日
夏の親子ジオツアー：8月21日
秋のジオツアー：11月6日
ガイドおよびＢＢＱについては随
時受入可能 ※要連絡

西予市桂川渓谷で、もっと知りたい桂川渓谷ガイド、健康のために歩きたい桂川
ノルディックガイドといった体験型エコツアーでみなさんの心身のいやしを演出
し、歩いたあとには、ほわいとファームにおいて、ジオの恵みたっぷりのおもてな
しで胃袋を満たします。
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西予

野村地域自治振興協議会

希少植物の宝庫桂川渓谷
満喫ジオツアー

46

西予

野村町良質食品素材
開発グループ

収穫パーティーinのむら

親子ジャガイモ堀り体験：5月中
アスパラガス収穫体験＆ピザ焼 農山村地域である西予市野村町で、アスパラガス・ジャガイモの収穫体験といっ
き体験：6月中
た農業体験やピザ焼き体験など、野村町の新鮮な野菜をその場で楽しめます。
親子サツマイモ掘り体験：10月中
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西予

野村地域自治振興協議会

ジオの恵みであおぞら
クッキング

通年（３月26日～11月20日）
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西予

Nagashi PROJECT 実行委員会
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西予

海の体験活動実行委員会
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西予

サイクリングin四国
西予ジオパーク実行委員会
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西予

川津南やっちみる会
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西予

ひなまつり実行委員会

内子

内子六日市時代遊び
実行委員会
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内子

内子

内子

企業組合 内子ワイナリー

うちこグリーンツーリズム協会

小田深山荘

Nagashi Somen Challenge

5～8月
西予市明浜町の野福峠でまさかの流しそうめんを開催！その距離なんと「3.5ｋ
ワークショップ：5～8月に月１回（計4
ｍ」！また、８月下旬の開催までに流しそうめんイベントで使用する竹のそうめん
回）
流しそうめんイベント：8月28日（予定） 台を作成したり、シーカヤックを体験できるワークショップを月１回実施します。

あけはまシーカヤックツーリング ５～10月（計５回）（予定）

親子DEサイクリングin
四国西予ジオパーク

子どもでも簡単にできる地元の牛乳を使ったバターの手作り体験や、自家製チー
ズを使ったピザづくりやくん製づくり体験など酪農の里野村町を堪能できます。

５月・７月・９月・11月

奥伊予川津南で
通年（３月26日～11月20日）
穴神洞穴遺跡探検と石窯ピザづくり

故郷の風景をイメージした座敷雛 ４月１日～４月４日

西予市明浜町の約300ｍの白浜の美しい大早津海水浴場を拠点に、約８キロの
シーカヤックツーリングを実施します。
西予市にある自然豊かな３つのサイクリングコースを親子で巡るサイクリングツ
アー。四国初の日本ジオパークである西予市内の各ジオスポットでは、専属のジ
オガイドによる説明を受けることができ、ジオの魅力を堪能できます。参加者には
昼食やおみやげも用意しています。
四国西予ジオパークのジオスポットである穴神鍾乳洞穴遺跡を、専門のジオガイ
ドの案内で探検した後、地元の自然素材をトッピングした石窯ピザを堪能してい
ただきます。
三瓶町北公民館のステージに、故郷の風景をイメージした座敷雛を展示します。
座敷雛の背景等は地元の三瓶高校の生徒と協力して作成。手作り感の溢れる
あたたかな座敷雛です。

内子六日市時代遊び

4月下旬～11月20日

内子座創建１００周年に合わせ、町民所蔵の古民具を六日市商店街の店先等に
展示。骨董市やスタンプラリーを開催しますので、古民具を探して町歩きをお楽
しみください。商店街の飲食店では、約１００年前に内子に伝わったとされるトマト
ケチャップを使ったオリジナルメニューを提供します。

内子夢わいんフェアー
＆バーベキュー

①②通年（3月26日～11月20日）(内
子夢わいん試飲及び醸造工程のビデ
オ上映及びクイズ大会【ラベルづくり
体験は団体で希望あれば追加可能】)
③4月中旬(第５回内子夢わいん祭り)
④8月中旬～9月末(ぶどう狩り＆バー
ベキュー)
⑤11月中旬内子夢わいんヌーボー発
表会2016

地元チーズをつまみに「内子夢わいん」の試飲ができ、団体向けに記念日ボトル
のワインラベルを手作り体験も用意しております。４月の「内子夢わいん祭り」と１
１月の「内子夢わいんヌーボー発表会2016」では「内子夢わいん」と一緒にバー
ベキューを楽しめ、ぶどう狩りの時期にはぶどう狩りとバーベキューの両方を楽
しめます。

小田川流域 いやし旅
～川に遊び学ぶ～

① ・4月2日、3日【かじか漁体験】
・6月4日、5日【うなぎ漁体験】
・8月5日、6日【鮎漁体験】
・8月20日、21日【かに漁体験】
②4月1日～5月末【左記期間中に3日 内子町の清流小田川で、伝統の「かじか押し」等の地域の川漁や川下り、お子様
程度実施】(小田川の川下り体験)
向けに短距離の川下りと水中観察等の川遊びが体験できます。夏休み期間中に
③7月15日～8月末【左記期間中に７ はペットボトルを利用した、「いかだレース大会」を開催します。
日程度実施】(短距離の川下りや水中
観察等の川遊び体験)
④7月31日 からり周辺小田川にて実
施（ペットボトルいかだレース）

大自然に聴く！
悠久の小田深山物語

①５月末～６月上旬（予定）【左記期
間中に２日実施】(笠取山トレッキング
ツアー)
②７月～８月（予定）【左記期間中の
週末を中心に実施】(ジャングルトレッ
キング)
③４月１日～11月20日（予定）(深山巡
りガイドツアー)（要予約）

南予最高峰の笠取山の峰を歩く絶景トレッキングツアーや小田深山荘を中心に
設定された渓谷巡りコースをガイドと共に巡り、途中で河原の石積み競争など各
種体験や「小田深山荘」周辺の３コースを自由に選択して小田深山の魅力をガイ
ドの解説とともに満喫可能なツアーも体験できます。

内子座創建１００周年に合わせ、江戸末期から明治、大正時代にかけて建てら
れた建物が多く残る保存地区にて、当時の各戸での業態を示すサインにより１０
０年前の町並みの様子が甦ります。また、店売りの様子を再現した模擬店舗や、
着物を着て楽しむイベントも開催予定。
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内子

八日市護国地区町並保存会

内子町並み時代巡り

4月下旬～11月20日
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内子

内子手しごと
木のおもちゃ博覧会実行委員会

内子手しごと
木のおもちゃ博覧会

４月17日～11月20日の第3日 おもちゃのラインナップを基に、新たな遊びのツールを追加し、「職人作による本
格的な木のおもちゃを一堂に集めた体験型手作り木のおもちゃテーマパーク」と
曜日開催

「内子手しごとの会」が、これまでに制作してきた国産材使用による手作りの木の
して開催します。合わせて、女性を対象にした「大工女子」の催しも開催します。
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内子

ソルファ・オダ株式会社

小田深山自然学校
～四季を通じて～
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内子

内子手しごとの会

～あでかわいい！
着物でめぐる恋する町並～
うちこ着物／手しごと体験
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内子

ステラ・ミラ星空の会

癒しの星空観察

62

伊方

いかた楽しんで屋

食彩なつかしの市

春：4月中旬～5月中旬
夏：7月下旬～8月下旬
秋：10月下旬～11月中旬
冬：12月下旬～3月中旬

春は小田深山で唯一の住人の「山菜先生」による、山菜を採る・食べるが楽し
め、夏と冬は小田深山の自然の学校を舞台に、子どもたちの創造性・共感性：協
調性などの感性を豊かに育む体験ができ、秋は紅葉の名所である小田深山をガ
イド付きで歩き楽しめます。

５月(予定)～11月20日

町並内にある140年前の古民家で着物のレンタル、着付けが体験できるプログラ
ム。内子の伝統の技(紙漉き、木工工芸、ギルディングetc...)を体験してあなただ
けの思い出作りも！写真撮影やヘアアレンジのオプションもご用意しておりま
す！

4月1日～11月20日

自然環境の素晴らしい南予で、天体望遠鏡を使い土星の環や木星の縞等を実
際に見て星空を満喫していただき、田舎での癒しを体感ください。雨天の場合で
もプラネタリウム投影機による星空学習会を開催します。

4月3日～11月20日
第１・第３日曜日のみ

地元産の農水産物（柑橘・海藻等）、その素材を使った加工品、地元で継承され
ている季節の郷土料理（人気のもの）、地元文化である「裂き織り」、地元住民が
制作した雑貨（布小物・陶器）などを販売します。

なめらかな舌触り“シルクスイート”を 4月3日～11月20日
食べる至福の農業体験
毎週日曜日のみ

伊方

瀬戸サツマイモ倶楽部
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伊方

NPO法人佐田岬ツーリズム
協会クルージング部会

アワビと出逢う四国最西端
クルージング
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伊方

佐田岬ピクニックチーム

佐田岬ＳＥＡピクニック
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伊方

佐田岬灯台ガイドチーム
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伊方

68

63

季節に応じた手ぶらで行ける農業体験。サツマイモで作った焼き芋、かき氷、天
ぷらなどを食べながら絶景の宇和海を堪能できます。収穫祭には、焼き芋の食
べ比べを行います。また、好みの品種を栽培するオーナー制度もあります。

4月2日～10月30日
土曜日・日曜日・祝日（第２土
曜日を除く）のみ

佐田岬灯台クルージング（約６０分コース）は、佐田岬灯台や戦時下の砲台跡、
渦潮などを見ながら佐田岬の雄大さを満喫していただきます。また、船上で獲れ
たて天然アワビの試食ができます。「まり～な亭」では、期間限定の「伊方版南予
博定食＠1,200円」が食べられます。

4月1日～10月31日
ランチボックス：毎日
ＢＢＱ：第３日曜日のみ

佐田岬灯台周辺の観光資源を活用したピクニックの楽しみ方をレクチャーしま
す。お楽しみの昼食には、地元素材を活用したお洒落なランチボックス（毎日）
と漁師がうなる“至高のＢＢＱ”（第３日曜日）を提供します。

祝１００周年！四国最西端
“佐田岬灯台先っぽガイド”

4月3日～10月30日
日曜日のみ

「瀬戸内海と宇和海」、「九州や中国地方が遠望できる絶景」、「珍しい昆虫や渡
り鳥」、「戦争遺跡」、「海が盛り上がるほどの潮流」など、南予のワンダーランドを
あれこれガイドします。

佐田岬海上サイクリングチーム

豊予海峡で海上サイクリング

6月4日～10月30日
土曜日・日曜日のみ

自転車にフロートをセットして海上をサイクリングするプログラムは、全国的にも
珍しいです。海から望む佐田岬と九州は絶景＆エキサイティングで、速吸瀬戸の
潮流を体感できる飛び切りの海上アクティビティーを演出します。

松野

株式会社フォレストキャニオン

スカベンジャーハント
いやしの南予博ラリー

通年（3月26日～11月20日）

サイクリングと宝探しが融合した新しいサイクリングイベント。地図を頼りに自転
車でポイントを巡り、地図の指示通りのお題をクリアしたらポイントゲット！南予
博に併せて南予各地で複数回開催します。
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松野

快援隊

美味いよ（伊予）BBQ体験
～松野町コース～
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松野

森の国グリーンツーリズムクラブ

棚田で“マルゴト”
うまい米づくりツアー
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松野

株式会社フォレストキャニオン

森コン in いやしの南予博

5月1日～9月30日 の当社指 キャニオニング、サイクリング、ラフティング、パックラフティング等様々なアウトド
アメニューを楽しみながら出逢いの場を作る”森コン”イベントを開催します。
定日 3開催予定
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松野

株式会社フォレストキャニオン

滑床渓谷ナイトリバー
ウォッチングツアー

7月～8月の土日祝日の当社 夜の滑床渓谷に入り、シャワークライミング（夜の川に入り、滝を登ったり、水中
を泳いだりするアクティビティ）や水中生物の観察、星空観察を行います。
指定日
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松野

株式会社フォレストキャニオン

通年（3月26日～11月20日） 松野町の特産品であるアマゴ、ニジマスを取り入れた松野町オリジナルBBQを、
森の国ならではのクヌギプレート・桜プレートを使い、滑床渓谷の大自然を楽しみ
毎月第2土曜日
事前予約があれば随時対応 ながら体験します。
通年（3月26日～11月20日）
募集開始：３月、第１回：５月、第２回：
９月、第３回：３月
5月～10月 田植えの様子をSNS配信

4月下旬～9月の当社指定日

鬼北

鬼北泉貨紙保存会

知・創・遊・憩～伝統和紙を用いた
クラフトワークショップ～

75

鬼北

鬼北町発掘隊

鬼級ぐるめフェスタ
（鬼灯まつりin鬼北町）

76

鬼北

（一社）鬼北町農業公社
鬼北きじ工房

きじ街道「食うてみて！」
プロジェクト

77

鬼北

広見川菜の花いっぱい
プロジェクト

広見川菜の花いっぱいプロジェクト
実行委員会

鬼北町トレッキング協会

【トレッキング初心者向け】
鬼が城山系の自然を五感で楽し
む「いやしのトレッキング」

79

鬼北

鬼北

広見川の川漁を体験するツアーとして、フロートラフティングを行いながら、ゆっ

広見川 フィッシャーマンツアー ※7月後半～8月後半を除いて毎 たり川散策＆漁師体験ツアーを実施します。ツアーで採った魚は松野町の農家

74

78

松野町が誇る地域資源の一つである「棚田」を活用した稲作体験ツアーを開催。
田植えの様子はSNSで発信されるため、自分が植えた稲の成長をリアルタイム
で確認でき、宿泊は松野町内の民宿を利用するので、より地元住民に近い生活
を楽しむことができます。

日開催予定

民宿で調理体験・実食を行うことも可能です。

通年（3月26日～11月20日）
の月に１回

鬼北地域に伝わる手漉き和紙（泉貨紙）を用いたランプシェード制作教室、流水
を使って作る創作和紙教室、渋紙手芸教室を開催。

7月16日

全国で唯一「鬼」のつく町、鬼北町。 その鬼にちなんだグルメ、「食べれる鬼灯
(ほおずき）」や鬼のように辛いご当地グルメなど地元食材のPRや販売を、道の
駅森の三角ぼうしにある鬼のモニュメントの前で開催します。
「きじ」の街、鬼北町で、「きじ肉」を使った新メニュー開発。新メニューを食べれる

通年（3月26日～11月20日）、
お店を掲載した「きじ街道マップ」を作成しました。鬼北町内の8店舗でその店オリ
きじ鍋まつり（11月14日）
ジナルの「きじ料理」が楽しめます。
①3/26～4/10
②4/2
③5/1～11/20

①菜の花の写真と絵手紙コンテスト、②菜の花をテーマにした「体験」や「食」が
楽しめる『第1回菜の花まつり』、③菜の花の写真と絵手紙コンテストの作品を展
示するほか、搾油体験など環境教育も考慮した体験型観光施設『菜の花館』な
ど、菜の花をテーマにした様々なプログラムが楽しめます。

通年（3月26日～11月20日） 「鬼が城
山系 個別トレッキング」（予約実施）
標高千メートルに位置する登山口まで車で上がることができ、初心者の方でも安
4月～5月 「鬼が城山系 春のシャク
心してトレッキングを楽しめます。また個別トレッキングでは、お客様の要望に応
ナゲトレッキング」（期間中1回実施）
10月～11月 「鬼が城山系 秋の紅葉 じて、距離や目的を変更しながら、トレッキングを楽しむことができます。
トレッキング」（期間中1回実施）

成川渓谷休養センター

「いやしの」成川渓谷体験

①5月～10月（月1回開催・チケット制）
「いやしの」成川渓谷体験（森林浴ヨ
ガ）、おもてなしBBQ
②5月～11月（予約制） 「てぶらで
BBQ」（BBQコンロ・食材・炭などを成
川渓谷休養センターで準備）

通年（3月26日～11月20日）
教 室…第2、第4日曜日
作品展…[松山観光港]12月～1
月、[愛大病院]2017年2月頃

愛南町の特産品であるカラフルなヒオウギ貝を使って、自分だけのオリジナル作
品づくりに挑戦。ランプシェードやステンドグラス、マリングラス、海藻アート等の
作品づくり体験が楽しめます。
また、松山観光港や愛媛大学病院、町内各所では作品展も開催します。

6月18日～8月31日（ただし、6月
18日～7月16日までは土日祝日
のみ）

色鮮やかなサンゴや熱帯魚たちがお出迎え。泳げなくても、眼鏡をかけたままで
も、女性はお化粧したままでも大丈夫！新鮮な空気が送られてくるヘルメットをか
ぶって海中ウォークが体験できます。

80

愛南

シーボーンアート愛南教室

愛南の海からの贈り物
シーボーンアート愛南教室

81

愛南

（有）フォーライズ

愛南の海を満喫
シーウォーカー

82

愛南

（有）フォーライズ

愛南の海で自分だけの
サンゴを育てよう

83

伊予
（中山）

ＮＰＯ法人 佐礼っこ

媛のおもしろうどん市

84

伊予 伊予市グリーン・ツーリズム
（双海）
推進協議会

伊予市グリーン・ツーリズム
推進協議会体験メニュー

成川渓谷で日常では味わえない「いやしの」体験が満喫できます。緑と光のシャ
ワーを浴びながら散策と渓谷でのヨガ体験の後、キャンプ場の雰囲気を活かした
特設カフェでお茶が楽しめます。他にも地元の新鮮野菜をふんだんに使った「お
もてなしBBQ」や手軽に楽しめる「手ぶらでBBQ」も体験できます。

6月18日～8月31日（内10日程度 シーウォーカーで色鮮やかなサンゴや熱帯魚が泳ぐ南国のような宇和海海域公
開催）
園の海を水中散歩した後、サンゴの移植体験が楽しめる癒しのアクティビティ。

9月10日・11日

海・山・里の特色を生かしたおもしろうどん、讃岐にまけない「媛のうどん市」を開
催します。それぞれの地域の宝物、中島のみかん、久万高原のよもぎ、佐礼谷
のトマトをねりこんだうどんに、トッピングも出汁もそれぞれにこだわっています。

通年（3月26日～11月20日）

パラグライダー体験や収穫体験（ブルーべりーもぎとり・ナスの収穫体験・いちご
狩り）、美味しいものづくり体験（じゃこ天づくり、漁師料理づくり、石窯ピザ焼き体
験）など伊予市のグリーンツーリズム体験を楽しむことができます。

◆既存拡充プログラム〔１０件〕
（えひめ町並博2004またはえひめ南予いやし博2012において認定された自主企画プログラムで、今回新たな取組みが追加されたもの）
No

市町

1 宇和島

団体名

プログラム名

九島の自然と文化を守る会

九島楽園案内人

・レンタサイクル…通年（3月26日
えひめ南予いやし博2012から続く取り組みである「九島楽園案内人」をパワー
～11月20日）
アップします！レンタサイクルを更に充実させると共に新たな取り組みとして新緑
・新緑ウォーク…5月15日
を眺めながら歩く「新緑ウォーク」や親子で楽しむ「子供写生会」を実施します。
・子供写生会…10月2日

旧へんろ道（宿毛街道中道）
ワーキングウォーク

春シーズン 第１回：3月27日、第２
回：4月24日、第３回：5月22日
四国遍路の40番札所観自在寺と番外札所満願寺を結ぶ旧へんろ道中道。受難
秋シーズン 第４回：９月後半、第５
回：10月後半、第６回：11月中旬
の歴史を経てこの半世紀途絶していた旧へんろ道中道をあなたにできる復元作
秋シーズンの実施日は、関係地域の 業をしながら実際に歩いて、中道の“いやし”を体験してください。
行事等を勘案し、１ヶ月前までに決定
します。

プログラム名

内容

2

「四国へんろ道文化」
世界遺産化の会
宇和島
旧へんろ道（宿毛街道中道）
復元整備事業実行委員会

3

宇和島

吉田地域実行委員会
おもてなし部会

4

宇和島

企業組合 Women's Nest

5

大洲

大洲カヌー同好会

ホリデーイン Canoe & SUP

6月1日〜9月20日
（うかい期間中）の土・日・祝
日

大洲城下の肱川でカヌー、サップを体験できます。
肱川から見上げる大洲城は普段では見ることができない、ここだけの体験です。

6

大洲

ちゃりんこ大好き倶楽部

レンタでサイクル

通年(3月26日～11月20日)

クロスバイクをレンタルして、長浜・肱川方面への広域サイクリングが体験できま
す。

7

西予

宇和わらぐろの会

わらぐろミュージアム2016

10月15日～10月23日

「わらぐろ」の幻想的なライトアップを実施します。通常の12月のライトアップに加
えて、10月15日に地元の高校生や有志を中心にわらぐろの製作体験とライトアッ
プ点灯式や、10月16日～10月23日はわらぐろライトアップおよびわらぐろのアー
ト展も開催します。

8

西予

着物体験タイムトリップ

着物美人へのパスポート

通年（３月26日～11月20日）

西予市宇和町の卯之町の町並みで、明治～昭和の着物着付け体験ができま
す。また、着付け体験に合わせて西予市の食材を使った昼食（おイネ御膳）や和
の礼儀作法の体験を提供します。

9

西予

10

鬼北

本丁屋台村

7月9日、16日、23日、30日
（本丁屋台村） 、8月7日（本
丁七夕祭り）

明治44年創業旅籠の面影を残す木屋旅館でのいやしのパールエステ体験
きれいになれるまち宇和島…
4月～11月の毎月第3日曜日 「KIYAパールエステ」を楽しみませんか。「パールエステ」は、真珠パウダーが持
木屋旅館で癒しのパールエステ
つ美容的効果に着目した宇和島のご当地エステです。

Seiyo Angler's Club（Ｓ.Ａ.Ｃ） 灼熱のバスアングラーズin朝霧湖 5月29日、9月、11月

成川を愛する会

吉田町夏祭り終了後の7月の毎週土曜日に本丁商店街で「本丁屋台村」を開催
します。味自慢の店や地元の主婦が作る郷土料理（太刀巻き、吉田コロッケ）や
海鮮三色丼が食べられます。8月7日には本丁商店街に七夕笹飾りを飾ってお客
様をおもてなしする「本丁七夕祭り」を開催します。

出張！成川いやしのピザ祭り

通年(3月26日～11月20日)
要請により出張、自主開催イ
ベント

バス釣りの名所として人気の高い野村ダム朝霧湖を会場に、ブラックバスのサイ
ズを競うバス釣り大会。大会終了後には、参加選手を対象にプロ選手のボートに
乗船し、一緒に船釣を体験できるガイドクルーズを実施します。
あなたの町に「成川渓谷ピザ祭り」がやってくる！鬼北町産の野菜やきじ肉を
使ったものや、ゆず味噌をベースとしたものなど、鬼北の味覚がたくさん詰まった
成川渓谷のピザを成川渓谷を飛び出し、提供します。移動式ピザを用いて、その
場で焼き上げるアツアツのピザをお召し上がりください。

◆既存プログラム〔２３件〕
（えひめ町並博2004またはえひめ南予いやし博2012において認定された自主企画プログラムで、えひめいやしの南予博2016においても再認定されたもの）
No

市町

団体名

プログラム名

1

宇和島

うわじまアウトドアスポーツ
クラブ（宇和島山岳会）

鬼が城山系への誘い

2

宇和島

津島町商工会

つしま商工まつり

3

宇和島 四国西南バラ会宇和島支部

4

八幡浜

市民ボランティアガイド
八幡濱みてみん會

「伊予の大阪」やわたはま
町並みウオッチング

通年（3月26日～11月20日）こ 港町「八幡浜」の生活文化・商人文化を市民目線で語るガイド。国の重要文化財
「日土小学校」をはじめとした建物や「二宮忠八」などの人物にフォーカスしなが
の期間で随時予約で対応
ら、八幡浜の魅力を伝えます。

5

八幡浜

ほないボランティアガイドの会

保内町並み散策ガイド

通年（3月26日～11月20日）こ 八幡浜市保内地区は県内で最初の銀行が設立、四国で初めて電灯がともるな
ど、海運、鉱山、紡績など往時の主要産業が発展した町で、その栄光を今に伝え
の期間で随時予約で対応
る建物や風景について、温かく丁寧にガイドを行います。

6

大洲

大洲陶芸会

陶芸体験教室

通年（3月26日～11月20日）こ 大洲陶芸会員がフラワーパーク大洲（公園）に隣接する陶芸会の工房において、
初心者向け陶芸体験教室を開催します。
の期間で随時予約で対応
通年(3月26日～11月20日)中の
※毎週日曜日開催（3月第3日曜日～
昔、誰もが遊んだ缶けりやかくれんぼ。あの懐かしさが漂う横丁を再現。ホー
11月）
ロー看板や軒を連ねるお店、個性的な店主により昭和３０年代のレトロ空間が演
※第3日曜日開催（12月～2月）および
11月3日（文化の日）他GW等臨時開 出されています。
催あり

うわじまバラ展示会

7

大洲

大洲まぼろし探偵圑本舗

ポコペン横丁

8

西予

ぼうやの会

甦れ！明治の婚礼

9

西予

西予市商工会青年部

10

内子

11

内子

開催期間

内容

4月９日～11月１２日 （月に１ 鬼が城山系の登山客に対して案内をしております。
4月末から5月にかけては、シャクナゲなどの高木の花が咲き、四季を通じて様々
回程度）
な鬼が城山系の自然を楽しむことができます。（紅葉や雪景色等）
年2回
春 ４月２９日
秋 １０月２３日

宇和島市津島町内の郷土料理等の各種料理やじゃこ天、真珠アクセサリー、ど
ぶろく「なっそ」等の地域産品の展示即売会です。

5月7日・8日

毎年５月に南楽園で開催されている四国西南バラ会の会員が自宅で育てたバラ
をアレンジメントし、生け花として展示する会です。
会場では、バラの花や苗の販売、親子連れ向けの生け花教室も実施しておりま
す。

通年（3月26日～11月20日）
土・日・祝日

古い町並みの残る宇和町卯之町中町にて、明治時代の結婚式を再現します。式
は夕方から行われ、蝋燭に灯された幻想的な町並みで人力車による花嫁行列
がスタートし、その後、築200年の屋敷にて和蝋燭の灯りの下、雄蝶・雌蝶による
三々九度を執り行います。

雑巾がけレースＺ-１グランプリ
inせいよ

10月上旬頃

109mの木造廊下のある宇和米博物館を競技場とし、100mの雑巾がけの速さを
競うタイムレース！小学生の部、一般男性・女性の部、マスターズ男子の部、ダ
ブルスの部にわかれ熱戦が繰り広げられます。

からり農産加工施設運営協議会
（内子アグリベンチャー21）

こねて！伸ばして！うどん打ち体験

通年（３月26日～11月20日）

手打ちうどん打ち体験とかまどを使用したご飯炊き体験をすることができます。
出来上がったうどんとご飯（おむすび）を昼食として食べられ、最後まで楽しめま
す。

NPO法人プロジェクトＡ．Y．

旅の案内所【旅里庵（たびりあん）】
レンタサイクルで内子巡り

通年（３月26日～11月20日）

内子町の玄関口のJR内子駅構内にある総合案内施設（「旅里庵」）では、レンタ
サイクル貸し出しをしています。

12

伊方

瀬戸ちりめん協議会

瀬戸ぐるり「生ちりめん」

13

伊方

生活研究はるみグループ

岬女（はなびと）の手作り市

14

伊方

佐田岬裂織り保存会

佐田岬裂織り「コットンの部屋」

15

松野

NPO法人松野まちづくり
青年会議

滑床ファミリーアドベンチャー

16

松野

株式会社フォレストキャニオン

滑床渓谷 キャニオニングツアー

17

松野

森の国ホテル

森の国ネイチャーガイド

18

松野

ガーデンすみれの丘

19

松野

NPO法人松野まちづくり
青年会議

ロープ木登りで遊ぼう！

20

鬼北

成川を愛する会

21

鬼北

22

23

4月1日～11月19日
（日曜日 ・祝日を除く）

佐田岬は全国でも屈指のちりめん漁場で知られており、日本一の漁獲量、品質
を誇ります。「ちりめん丼」を食べることを通して、製造過程（工場見学）や、ちりめ
ん漁の方法などを学びます。

4月10日～11月13日
毎月第2日曜日のみ

日本一の品質を誇る「清見タンゴール」を使用したゼリーやマーマレード、饅
頭、こんにゃくなど、地域食材にこだわった手作り品を安価で販売します。また、
魚介類等の出店者もあり、魅力もアップしています。

通年(3月26日～11月20日)

裂織りとは、縦糸に丈夫な糸を使い、横糸に細かく裂いた布を用いて織っていく
技法で、リサイクルの考えから生まれた生活の知恵です。佐田岬半島に古くから
伝わる織物の文化で、伝統の地域文化（もったいない文化）を継承しています。
先人の知恵を受け継いだスタッフが織り方を丁寧に指導します。

8月上旬

小学生・中学生とその保護者を対象とし、１泊２日でアウトドア体験教室を開催。
美しい滑床の大自然に囲まれ、テント設営、食事づくり、釣り教室、川遊びなどを
体験できます。

4月最終土曜日～
11月第2週目

フランス発祥のリバースポーツ「キャニオニング」。日本の滝百選にも選ばれた雪
輪の滝を筆頭に、多くのスライダーポイントを擁する日本屈指のキャニオニング
スポット「滑床渓谷」で、天然のウォータースライダーや滝登りを体験できます。
滑床渓谷をより楽しみ、理解してもらうための滑床散策ガイド。森の国ホテルを発

通年（3月26日～11月20日）こ
着地に、通常万年橋から片道40分往復1時間30分のコースを、往復3時間かけて
の期間で随時予約で対応
ゆっくり歩き、散策の後は森の国ホテルでスイーツを楽しみます。

自然あふれる森の国が新緑にまぶしくなるころ、素人家族手作りの小さな趣味の
5月中 ※無休
ガーデンすみれの丘
ガーデンにバラの花が咲き誇ります。 ガーデンに咲く花々や、そのほかの趣味
（バラの開花状態により、６月
～バラの香りのオープンガーデン～
の手作りの品々、ペットとの暮らしなどを、ブログ「ガーデンすみれの丘」で公開し
に延長することもあります。） ています。

11月頃

滑床渓谷のアウトドア体験メニューのひとつとして、ロープ木登りの体験イベント
を開催。手順を覚えれば誰でも安全に高いところへ登ることができます。

成川渓谷ピザ祭り

通年（3月26日～11月20日)
「成川渓谷ピザ祭り」は7月下
旬

成川渓谷の大自然の中で、石窯で焼く本格ピザが味わえます。メニューは、鬼北
町産の野菜やきじ肉を使ったものや、ゆず味噌をベースとしたものなど、とことん
鬼北にこだわったものばかりです。毎年7月下旬には、ピザがお得に楽しめるピ
ザ祭りを開催します。

いもたき保存会

鬼の里のいも炊き

9月中 金曜・土曜日

鬼北の秋の風物詩といえば、奈良川の河川敷での「いもたき」。迫力満点の和太
鼓の演奏を聴きながら、鬼北町産のさといもをはじめ、鶏肉、こんにゃく、たまご、
あげがたっぷりと入った「いもたき」が楽しめます！

愛南

（有）フォーライズ

愛南にしうみ
おもてな～しガイド事業

通年（3月26日～11月20日）

南国の美しい海のような絶景が広がる宇和海海域公園を海中展望船「ユメカイ
ナ」「ガイヤナ」でクルーズ。船員の詳しい解説を聞きながら、目の前に広がる美
しい珊瑚礁や色鮮やかな熱帯魚の様子を楽しむことができます。

愛南

愛南町観光協会

美崎サイクリングパラダイス
あいなん

通年（3月26日～11月20日）

潮風を感じながら、愛南町の自然の美しさを身近に感じられるレンタサイクル。

