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南予博通信（vol.2）
南予博通信（
）

4/9（土）〜4/22（金）分
分
春のおでかけは南予に！

メインイベント
全域

日時：4/16（
（土）・4/17（日）、
（日）、4/23（土）・
（土）・4/24（日）
（日）
）・
（日）、
（土）・
5/14（土）・
（土）・5/15（日）、
（日）、5/21（土）・
（土）・5/22（日）
（日）
（土）・
（日）、
（土）・
場所：南予博開催エリア（南予の愛媛マルゴト自転車道6コース）
料金：参加無料、自由参加
清流四万十川の源流へと走るコースや美しいリアス式海岸に沿ったコースなど、多彩な南予博
開催エリア（南予の愛媛マルゴト自転車道６コース）を中心に自分のペースでゆったりと巡るスタ
ンプラリーを実施します。道の駅等のチェックポイントを回り、８日間で巡ったチェックポイント数
に応じて、抽選で県のブランド産品や開催エリアの特産品が当たります。

○サイクルトレイン運行中！
■予土線サイクルトレイン（混乗試験） １列車５台まで
3月26日（土）から自転車がそのまま持
ち込めるサイクルトレインが運行中です。 【対象列車】宇和島駅～窪川駅間の普通列車のうち５本 【運行】土・日・祝日
■特急「宇和海」サイクルルーム
２台限定／１便
サイクルトレインに乗ってツール・ド・な
【積み降ろし駅】松山駅・宇和島駅のみ 【運行除外期間】お盆、年末年始等の繁忙期
んよに参加してみませんか？
※詳しくはJR四国電話案内センターまで
（8：
：00～
～20：
：00）
）
詳しくは 四国電話案内センターまで ☎0570-00-4592（

各市町おすすめイベント
春の鹿野川湖周遊企画
期間：開催中～6/30（木）
場所：道の駅 清流の里ひじかわ他
肱川地区一円
6月30日まで様々なイベントを実施。
しゃくなげまつりを開催。9/10（土）
には丸山公園に屋台村が出展。
料金：参加無料
問：0893-34-2311
（肱川支所地域振興課）
問：
肱川支所地域振興課）

赤橋自遊空間
期間：4/16（土）（毎月第3土曜日）
場所：赤橋通り商店街
長浜赤橋通り商店街の一部を歩行
者天国にして、多彩なイベントを開
催。重要文化財の長浜大橋も開閉
する。
料金：
料金：参加無料
参加無料
（長浜町商工会）
問：0893-52-0312
問：

和紙彫塑による
「弘法大師空海」の世界
密●空と海－内海清美展

期間：開催中～11/20（日）
場所：愛媛県歴史文化博物館
四国の伝統的な和紙を用いた作品
を展示し、弘法大師空海の生涯を紹
介する。
料金：観覧無料
問：0894-62-6222
（愛媛県歴史文化博物館
問：
（愛媛県歴史文化博物館）
歴史文化博物館）

長高水族館
日時：4/16（土）（毎月第3土曜日）
11：00～15：00
場所：長浜高等学校
日本に1つしかない高校生が運営する
水族館。「カクレクマノミ」をはじめ、150
種2000点の生物を観ることができる。
料金：参加無料
問：0893-52-1251（長浜高等学校）
（長浜高等学校）
問：

裏面に続く

南楽園つつじまつり
期間：4/9（土）～4/24（日）
9：00～17：00
場所：南楽園
園内にはヒラドつつじ、クルメ・キリ
シマつつじなど32,000株が植えられ、
彩り豊かな花を咲かせる。
料金：大人300円／小人
円／小人150円
円
料金：大人
円／小人
問：0895-32-3344（南楽園）
（南楽園）
問：

ふる里だんだん祭り
日時：4/17（日）10：00～16：00
場所：遊子水荷浦の段畑
早掘りバレイショの即売、バレイショ
重量あてクイズなど、国の重要文化
的景観である遊子水荷浦の段畑を
生かした各種イベントを開催。
料金：参加無料
問：0895-62-0850 （遊子公民館）

南予いやし体験プログラム

ポコペン横丁
日時：4/10（日）、4/17（日）
10：00～15：30
場所：思ひ出倉庫前広場
懐かしさが漂う横丁を再現。個性的な
店主により昭和３０年代のレトロ空間
が演出される。
料金：入場無料
［思ひ出倉庫］大人
思ひ出倉庫］大人200円、子供
出倉庫］大人 円、子供100円
円、子供 円
問：0893-24-2664（大洲市観光協会）
（大洲市観光協会）
問：

坂本龍馬脱藩の道
ミニウォークと
懐かしの食を楽しむ
日時：4/16（土）9:00～13:00（半日コース）
13：00～翌日9：00（宿泊コース）
場所：河辺ふるさとの宿及び坂本龍馬脱藩の道

河辺の山道を案内人と共に歩いた後、
地元産の食材を使った昔懐かしい料
理を堪能。また、宿泊者は里山ならで
はの体験ができる。

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で当
時の短編映画等を上映。

NPO法人柑橘ソムリエ愛媛
法人柑橘ソムリエ愛媛
『柑橘の世界』
柑橘の世界』

美味いよ（伊予）BBQ体験
体験
美味いよ（伊予）
～松野町コース～

料金：①大人
料金：①大人800円・小人
大人 円・小人500円・
円・小人 円・3歳以下
円・ 歳以下無料
歳以下無料
②入場料1,000円ほか
円ほか
②入場料
問：090-9988-4937（代表：二宮）
（代表：二宮）
問：

愛南の海からの贈り物
シーボーンアート愛南教室

日時：4/10（日）、4/24（日）
場所：［教室］ゆらり内海
愛南町の特産品であるカラフルなヒオ
ウギ貝を使って、自分だけのランプ
シェードやマリングラス等の作品づくり
体験が楽しめる。
料金：
円～4,000円
円
料金：1,500円～
円～
教室予約：0895-85-1155（ゆらり内海）
（ゆらり内海）
教室予約：
その他問：0895-72-7315（
（愛南町役場商工観光課）
その他問：

料金：大人1,000円／子ども
円／子ども500円
円
料金：大人
円／子ども
鑑賞料：200円（お茶サービスあり）
円（お茶サービスあり）
鑑賞料：
問：0894-36-0723（
（ほない女性塾：中川）
ない女性塾：中川）
※午後から対応可能

日時：4/17（日）13：00～15：00
場所：おおず赤煉瓦館別館
シネマコレクション室

料金：映画鑑賞料
円（ドリンク代含む）
料金：映画鑑賞料1,000円（ドリンク代含む）
：映画鑑賞料
問：0893-24-1281（おおず赤煉瓦館）
（おおず赤煉瓦館）
問：

10種類以上そろえた柑橘の果実や新
作ジュースを楽しむ①試食・試飲会や
様々な柑橘カクテルを楽しむ②柑橘
BARを開催。

日時：4/10（日）13：00～16：00
場所：旧白石和太郎洋館
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、町並みの
散策ができる。また、企画展も同時開
催。

～感動の名作はここからはじまった～
エジソンが発明した映写機
キネトスコープ試写会

料金：［半日コース］大人
円／小人2,500円
円
料金：［半日コース］大人3,500円／小人
［半日コース］大人
円／小人
［宿泊コース］大人8,200円～
円～
［宿泊コース］大人
問：0893-39-2211（河辺ふるさとの宿）
（河辺ふるさとの宿）
問：

日時：4/9（土）
①14：00～16：00、②18：00～22：00
場所：木屋旅館

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
～アンティークドレス
優雅なひととき～

日時：4/9（土）10：30～15：00
場所：滑床キャンプ場
松野町の特産品のアマゴ、ニジマスを取
り入れたオリジナルBBQを、クヌギ・桜プ
レートを使い、滑床渓谷の大自然を楽しみ
ながら体験。
料金：大人
円、高校生3,000円、
円、
料金：大人3,500円、高校生
：大人
円、高校生
中学生2,500円、小学生
円、小学生1,800円、
円、
中学生
円、小学生
幼児800円、
円、3才以下無料
幼児
円、 才以下無料
※要予約
問：090-6286-9689（快援隊
（快援隊 隊長 沖野）
問：

オレンジデーコンサートinみなっ
オレンジデーコンサート みなっと
みなっと

日時：4/14（木）10：30～11：30
場所：八幡浜みなっと みなと交流館
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
込んだコンサートを開催。来場者には清
見タンゴールを無料プレゼント。
料金：入場無料
問：0894-21-3710
問：
（八幡浜みなっ
（八幡浜みなっと
みなっと みなと交流館）

次ページに続く

岬女（はなびと）の手作り市
日時：4/10（日）10：00～15：00
場所：佐田岬はなはな
日本一の品質を誇る「清見タンゴール」
を使用した商品や饅頭など、地域食材に
こだわった手作り品を安価で販売する地
元でも人気の「手作り市」。郷土料理や
お弁当、お惣菜なども販売。
料金：入場無料
料金：入場無料
（伊方町商工会三崎支所）
問：0894-54-0128
問：

内子夢わ
内子夢わいんフェアー
＆バーベキュー
日時：4/16（土）・4/17日（日）
10：00～16：00
場所：観光ふじブドウ園くだもの広場
内子夢わいんとバーベキューが楽しめ
るほか、各種出店やお楽しみ抽選会も
あり。
料金：
円（前売券のみ、数量限定）
料金：3,500円（前売券のみ、数量限定）
予約：0893-44-5650
予約：
（内子夢ワイン祭り実行委員会）

南予いやし体験プログラム
きれいになれるまち宇和島…
きれいになれるまち宇和島
木屋旅館で癒しのパールエステ
木屋旅館で癒しのパールエステ

日時：4/17（日）11：00～15：00
場所：木屋旅館
真珠パウダーを使ったご当地エステの
「パールエステ」。いやしのエステで真
珠のように輝く女性に。
料金：
料金：10,000円～
円～ ※要問い合わせ
問：0895-24-1577
（企業組合 Women’s Nest）
）

佐田岬ＳＥＡピクニック
期間：①通年、②4/17（日）9：00～16：00
場所：佐田岬灯台駐車場手前

日時：4/17（日）10：00～15：00
場所：道の駅 伊方きらら館

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。
昼食に①ランチボックス（毎日）や②Ｂ
ＢＱ（第３日曜日）を提供。
料金：①
円、②1,500円等
円等
料金：①2,000円、②
円、②
問：090-7783-9177（
（さだみさき夢希会）
問：
さだみさき夢希会）

地元産の農水産物、加工品、季節の
郷土料理、地元文化「裂き織り」、地
元住民が制作した雑貨などを販売。
料金：入場無料
問：0894-39-0230
問：

予告

日時：開催中～5/5（木）9：00～17：00
場所：山本牧場

日時：4月24日（日）13：00～16：00
場所：木屋旅館

春の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。
料金：大人
料金：大人300
大人300円／小人無料
300円／小人無料
問：0895-36-0140（山本牧場）
（山本牧場）
問：

伝統の手漉き和紙を材料したランプ
シェード制作コースを開催。用具は用意
されているので気軽に参加できる。
料金：
円（ドリンク付）
料金：7,000円（ドリンク付）
※要予約：4/17（日）必着
（日）必着
要予約：
問：090-9773-4609（
（代表：
代表：平野）
平野）
kihoku-senka@mc.pikara.ne.jp

日時：①開催中～4/25（月）
②5月上旬～11/20（日）
場所：②菜の花館
①広見川周辺地域の菜の花をテーマに
「菜の花の写真と絵手紙コンテスト」を開催
中。②また、5月上旬からはコンテスト作品
の展示や搾油体験を菜の花館で実施。
料金：体験料
円
料金：体験料500円
：体験料
問：090-6285-8586（事務局：二宮）
（事務局：二宮）
問：

大洲わくわく自然観察会
日時：4/10（日）9：00～12：00頃
場所：大洲城公園・肱川河川敷周辺
大洲城周辺を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。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。
料金：参加無料
料金：参加無料
問：090-3788-5398
問：
（NPO法人か
法人かわ
法人かわうそ復活プロジェクト：岩田）

（道の駅 伊方きらら館）

～山本牧場・新企画～
花のガーデンBBQ祭り
祭り
花のガーデン

知・創・遊・憩～伝統和紙を用いた
クラフトワークショップ～

広見川
菜の花いっぱいプロジェクト

食彩なつかしの市

～湖を丸ごと貸し切り～
花と鳥の鑑賞会／
バスフィッシング
日時：開催中～11/20（日）
日の出から日没まで
場所：鹿野川湖
鹿野川湖を会場に電動ボートを利用
して桜の花見とバスフィッシングを楽
しめる。
料金：［ボートレンタル料］500円
料金：［ボートレンタル料］ 円/1時間ほか
時間ほか
問：0893-34-2000（
（鹿野川荘 湖 係）
問：

アワビと出逢う
四国最西端クルージング
日時：4/10（日）、4/16（土）、4/17（日）
10:30～11:30/13:30～14:30/15:30～16:30

場所：伊方町三崎地域
佐田岬灯台や渦潮などの佐田岬の雄大
さを満喫できる60分のクルージング。ま
た、船上で獲れたて天然アワビの試食で
きる。

料金：大人2,500円、小人
円、小人1,500円
円
料金：大人
円、小人
問：0894-54-2225
問：
（NPO法人佐田岬ツーリズム協会）
法人佐田岬ツーリズム協会）

裏面に続く

海・夕陽・ドキドキ
乗馬体験（夕日コース）
乗馬体験（夕日コース）
日時：4/9（土）、4/13（水）、4/16（土）、
4/20（水）18：00～19：00
場所：南予ふれあい乗馬クラブ
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。
料金：大人1500円、小人
円、小人1500円
円
料金：大人
円、小人
（南予ふれあい乗馬クラブ）
問：0893-59-3501（

祝１００周年！四国最西端
“佐田岬灯台先っぽ
“佐田岬灯台先っぽガイド”
っぽガイド”
日時：4/10（日）、4/17（日）
9：00～16：00
場所：佐田岬灯台
「瀬戸内海と宇和海」、「九州や中国
地方が遠望できる絶景」、「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。
料金：大人300円／小人
料金：大人
円／小人300円
円
円／小人
問：090-7783-9177（
問：
（さだみさき夢希会）
さだみさき夢希会）

南予いやし体験プログラム
なめらかな舌触り
“シルクスイート”を
食べる至福の農業体験
日時：4/10（日）、4/17（日）10：00～15：00
（毎週日曜日開催）
場所：伊方町塩成（サツマイモ畑）

日時：4/15（金）～5/31（火）
12：00前後の希望時間帯
※事前予約制
場所：小田川流域

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、天ぷらなどを
食べながら絶景の宇和海を堪能。収穫祭
では、焼き芋の食べ比べも。

「瀬」と「淵」が繰り返す小田川の急流
と緩流を同時に体験できる川下り体験。
インストラクタ―もいるので安心安全に
体験でき、内子の自然を満喫できる。

料金：大人1,500円／小人
円／小人1,000円
円
料金：大人
円／小人
問：090-9773-1217（瀬戸サツマイモ倶楽部）
（瀬戸サツマイモ倶楽部）
問：

内子手しごとの会
木のおもちゃ博覧会

小田川流域 いやし旅
～川に遊び学ぶ～

料金：大人
円、小人1,500円（対象
円（対象10歳以上）
料金：大人2,500円、小人
大人
円、小人
円（対象 歳以上）
問：0893-44-2118（内子町町並・地域振興課）
（内子町町並・地域振興課）
問：

日時：4/17日（日）10：00～16：00
場所：内子自治センター
「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」として開催。合わせ
て、女性を対象にした「大工女子」の催
しも開催する。
料金：無料～300円
円
料金：無料～
※「大工女子」イベントは材料代実費
「大工女子」イベントは材料代実費
問：080-1996-8776
（内子手しごとの 木のおもちゃ博覧会
木のおもちゃ博覧会
実行委員会：城戸）

予告
いざな

鬼が城山系への誘い
日時：4/24（日）8：00～15：00頃
場所：鬼が城山系
シャクナゲなどの高木の花が咲く、春
の鬼が城山系を案内。4/9（土）には事
前講習会を行うため、初心者でも楽し
める。
料金：大人
料金：大人300
大人300円／小人無料
300円／小人無料
問：nis6@mx4.et.tiki.ne.jp
（宇和島山岳会：西田）

小田深山自然学校
～四季を通じて～
日時：4/30（土）、5/1（日）
（募集4/22（金）まで）
場所：ソルファ・オダスキーゲレンデ
春の小田深山散策や、小田深山で唯一
の住人の「山菜先生」による、山菜を採
る・食べるが楽しめる。①宿泊コースと②
日帰りコースから選べる。
料金：①大人12,800円、子ども
円、子ども7,800円
円
料金：①大人
円、子ども
②大人3,800円、子ども
円、子ども1,800円
円
②大人
円、子ども
問：0892-52-3232（ソルファ・オダスキーゲレンデ）

旧へんろ
旧へんろ道
（宿毛街道中道）
ワーキングウォーク

日時：4/24（日）8：00～16：00
（募集4/18（月）まで）
場所：満願寺～観自在寺
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業をしな
がら実際に歩いて、中道の“いやし”を
体験。
料金：500円（学生無料）
料金：
円（学生無料）
問：0895-85-0080
問：
（中道復元実行委員会：大森
中道復元実行委員会：大森）
：大森）

内子
松野

スカベンジャーハント
いやしの南予博ラリー
（in内子町）
内子町）

日時：4/24日（日）
9：00～17：00（小雨決行）
場所：内子町市街地を中心とした5ｋｍ圏内

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。上位チームには
豪華賞品をプレゼント。初回は内子町で
開催。
料金：
円
料金：2,000円
（自転車レンタルの場合3,000円）
円）
（自転車レンタルの場合
予約：
（㈱フォレストキャニオン）
予約：0895-49-6663（㈱フォレストキャニオン）

【トレッキング初心者向け】
トレッキング初心者向け】
鬼が城山系の自然を五感で
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」
日時：開催中～11/20（日）※時間は要相談
場所：鬼が城山系
鬼が城の深い森で五感を研ぎ澄まし、長
い歴史を刻んだ巨木の鼓動を感じ、大き
く深呼吸。希望に応じて、距離や目的を
変更しながら、トレッキングが楽しめる。
料金：コースで異なる※
料金：コースで異なる※要相談
問：0895-45-1467
問：
（鬼北町トレッキング協会：
鬼北町トレッキング協会：山下）
山下）

【南予博イベントお問合せ窓口 】
えひめいやしの南予博2016実行委員会
実行委員会
えひめいやしの南予博
0895-23-5311（9:00〜17:00 ）

最新情報はこちらでチェック
http://www.iyashinonanyo.jp

