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愛媛県
市区町村 種類 行事名 行事の概要 開催日程 会場 主催機関名 料金 ＵＲＬ又は連絡先 備考

全市町
①、
②

えひめ教育の日
えひめ教育月間

　県民総ぐるみで愛媛教育を推進するため、「えひめ教育の日」を制定し、
推進大会など各種行事を実施しています。

11月 県下全域 「えひめ教育の日」推進会議 http://ehime-c.esnet.ed.jp/kyouikunohi/kyouikunohi.htm

松山市ほ
か県内市

町
③ 県民総合文化祭

芸術文化から産業文化まで幅広いアマチュア文化の祭典である県民総
合文化祭４５事業を実施します。

10月15日～11月27
日

ひめぎんホールほ
か

愛媛県、
愛媛県教育委員会、
愛媛県県民総合文化祭実行
委員会ほか

089-912-2972

愛媛県県民総合文化祭実行委員会
（愛媛県企画振興部地域振興局文化・スポーツ振興課）

松山市ほ
か6市町

①
愛媛スポーツ・レクリエーション祭
2011

スポーツレクリエーションの振興を図るため、小学生バレーボール、剣道、
陸上競技、ソフトボール、卓球等32 種目の競技を実施します。

10月2日, 23日, 29日,
30日,

11月2日, 3日, 5日, 6
日, 13日

愛媛県総合運動公
園、愛媛県武道館
外ほか50会場

愛媛スポーツ・レクリエーショ
ン祭実行委員会

089-912-2983

愛媛スポーツ・レクリエーション祭実行委員会
（愛媛県企画振興部地域振興局文化・スポーツ振興課）

松前町 ③ 第36回まさき文化祭 作品展示・芸能発表会・バザー等を行います。 10月29日, 30日
松前総合文化セン
ター

松前町・
松前町教育委員会・
松前町文化教委会

無料
089－985-4139
（松前町教委）

松前町 ④ 松前町内音楽交換会 幼・小・中・高校各種団体の音楽発表と交流会です。 11月10日
松前総合文化セン
ター

松前町教育委員会 無料
089－985-4125
（松前町教委）

松山市 ③ あいだい博２０１１
愛媛大学ミュージアム内の企画展示コーナーにおいて、学内学部等の教
育・研究・社会貢献の成果等について、展示博覧会を開催する。

11月12日, 13日
愛媛大学ミュージア
ム

国立大学法人愛媛大学 無料 愛媛大学社会連携支援部社会連携課　089-927-8145 -

松山市 ④
観て、さわって，科学，体験２０１１
フェスティバル

自然科学や物づくりに関する２８ブースを設け，実体験を通して科学技術
のおもしろさに触れる。

11月12日, 13日
愛媛大学工学部5
号館

国立大学法人愛媛大学大学
院理工学研究科，工学部，理
学部

無料 http://www.eng.ehime-u.ac.jp/index.cgi

松山市 ①③ 三輪田米山展
優れた造形性と爆発的なエネルギーに満ちた米山の書の世界に関する，
愛媛大学の学術研究成果を公開・発信する。

9月7日～3月31日
愛媛大学ミュージア
ム

愛媛大学ミュージアム 無料 http://www.museum.ehime-u.ac.jp/
期間中、記念講
演等があります。

松山市 ②
第8回留学生日本語スピーチコン
テストin愛媛2011

愛媛県内の高校，大学等に在籍する外国人留学生による日本語スピー
チコンテスト

10月30日
南海放送
本町会館

愛媛県留学生等交流推進会
議

無料 http://web.isc.ehime-u.ac.jp/ice/2011/07/in2011.html

松山市 ①③ 湯築城歴史塾 道後湯築城をめぐる歴史に係る研究発表 10月29日 子規記念博物館
道後公園指定管理者（コン
ソーシアムＧＥＮＫＩ）

無料 http://www.dogokouen.jp

松山市 ③ 道後公園の日 湯築市、剪定講座、大清掃など 11月6日 道後公園
道後公園指定管理者（コン
ソーシアムＧＥＮＫＩ）

無料 http://www.dogokouen.jp

松山市 ①
古墳探訪！ふれあい健康ウォー
キング

総合運動公園付近の古墳の紹介とウォーキング指導 10月22日 県総合運動公園
県総合運動公園指定管理者
（財団法人愛媛県スポーツ振
興事業団）

無料 http://www.epsc.jp

松山市 ③
展覧会
「吉村作治の古代七つの文明展」

考古学者・吉村作治氏監修の下、エジプト、オリエント、ギリシア・ローマ、
中国、中南米、シルクロードとインド、日本（縄文）の七つの古代文明の遺
物を紹介する展覧会です。

9月11日～11月13日 愛媛県美術館
「吉村作治の古代七つの文
明展」実行委員会

http://www.ehime-art.jp/

松山市 ③ 常設展
当館所蔵コレクションより「美術に見る神話・伝説・歴史」、「作家と庭散
策」をテーマに展示します。
その他に、「福田平八郎」、「海外の名作」も展示します。

9月1日～11月20日 愛媛県美術館 愛媛県美術館 http://www.ehime-art.jp/

松山市 ①③
実技講座
グアテマラの原始機で織る！

美術館講座の一コマ。中学生以上を対象に柱と腰で経糸の調子をとりな
がら織る、原始の織機を手作りして、織る実技講座です。

11月3日, 13日 愛媛県美術館 愛媛県美術館 http://www.ehime-art.jp/

松山市 ② 中島地区音楽集合学習会 中島地区小中４校による音楽会を開催し、合唱・合奏を披露します。 11月3日 中島中学校 中島地区の小中学校 無料
089-997-0204
（中島中学校）

松山市 ② 松山市連合音楽会 市内の小学校による音楽会です。 11月10日 松山市民会館 松山市 無料
089-978-0057
（和気小学校）

松山市 ② 北条ブロック小中学校音楽発表会 地域の小中学校の合唱や演奏等の発表会です。 11月15日 聖カタリナ大学 北条ブロック音楽委員会 無料
089-993-0038
（北条北中学校）

松山市 ② 次代を担う子どもの文化体験事業 劇団道化の「吉林食堂」の鑑賞を行います。 10月17日 旭中学校 文化庁 無料
089－077ｰ2353
（五明小学校）

旭中学校、伊台
小学校、五明小
学校の3校で実施

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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松山市 ② 文化祭
学社融合行事の一環としての、地域学習の成果の発表と地域によるふる
さと堀江を知るための啓発活動をします。

10月30日 堀江小学校
堀江公民館・
堀江小学校

無料
089-978-0015
（堀江小学校）

松山市 ② 雄新地区文化祭 校区内の文化祭です。 11月3日 雄郡公民館 雄郡公民館 無料
089-931-8261
（雄新中学校）

松山市 ② 創立30周年記念式典・記念行事
創立30周年記念式典と記念行事としての音楽フェスティバル（合唱コン
クール及び吹奏楽部の演奏）を行います。

11月19日 松山市民会館 南第二中学校 無料
089-957-5633
（南第二中学校）

松山市 ③ ひとりでも参加できる文化財めぐり
大型バスを借り上げ、市内の文化遺産を訪ね、文化財保護意識を啓発す
る。

10月30日 北条コース 松山市教育委員会文化財課
089-948-6603
（松山市教委文化財課）

松山市民対象

松山市 ③ かみしばいおはなし会
小学生を対象とした、紙芝居、絵本の読み聞かせ、パネルシアター、素話
などのおはなし会です。

11月12日
11：15～

＜40分程度＞

松山市立中央図書
館

松山市教育委員会中央図書
館事務所

無料 http://www.city.matsuyama.ehime.jp/tosyokan/

松山市 ③ おひざにだっこのおはなし会
乳幼児とその保護者を対象とした、絵本の読み聞かせ、手遊び、歌遊び
などのおはなし会です。

10月26日
10：30～／11：15～
＜各30分程度＞

松山市立中央図書
館

松山市教育委員会中央図書
館事務所

無料 http://www.city.matsuyama.ehime.jp/tosyokan/

松山市 ③ ちいさなおはなし会
小学生を対象とした、紙芝居、絵本の読み聞かせ、工作、エプロンシア
ターなどのおはなし会です。

11月13日
14：00～15：30

松山市立中央図書
館

松山市教育委員会中央図書
館事務所

無料 http://www.city.matsuyama.ehime.jp/tosyokan/

松山市 ③
おはなしボランティアステップアッ
プ教室

おはなしボランティアに興味のある市民を対象とした、おはなし会のノウハ
ウを学ぶ講座です。

10月20日
10：30～15：00

松山市立中央図書
館

松山市教育委員会中央図書
館事務所

無料 http://www.city.matsuyama.ehime.jp/tosyokan/

松山市 ③ 子どもおはなし会
小学生を対象とした、紙芝居、絵本の読み聞かせ、パネルシアター、素話
などのおはなし会です。

11月12日
15：00～15：30

松山市立北条図書
館

松山市教育委員会中央図書
館事務所

無料 http://www.city.matsuyama.ehime.jp/tosyokan/

松山市 ③ 子ども映画会 小学生を対象とした、アニメ映画の上映会です。
11月12日

15：30～16：00
松山市立北条図書
館

松山市教育委員会中央図書
館事務所

無料 http://www.city.matsuyama.ehime.jp/tosyokan/

今治市 ① 国際理解講演会 城戸幹氏講演会＆留学生日本語スピーチ 10月29日 今治明徳短期大学 今治明徳　　　短期大学 無料 ｌｉｂｒａｒｙ@meitan.ac.jp

今治市 ①
児童館子育てコラボ　　　わくわく
フェスタ

一日親子図書館 10月30日
今治明徳短期大学
附属図書館

今治明徳　　　短期大学 無料 ｌｉｂｒａｒｙ@meitan.ac.jp

今治市 ①
図書紹介企画展示（読書週間企
画展）

同時期の読書週間にあわせ企画する読書推進を目的とする主として図書
資料紹介の展示を行います。

11月１日～
17日予定

今治市立中央図書
館
2階会議室

今治市立中央図書館 無料 http://www.library.imabari.ehime.jp/

今治市 ① 今治読書講演会
同時期の読書週間にあわせ企画する読書推進を目的とする講演会を実
施します。

11月予定
今治市立中央図書
館
3階視聴覚室

今治市立中央図書館 無料 http://www.library.imabari.ehime.jp/

今治市 ① 波方読書講演会
今治市波方地域出身で、明治、大正、昭和の時代満州で塩田王と呼ばれ
た、矢原重吉の生涯についての講座を行実施します。

10月20日
今治市立波方図書
館
２階会議室

今治市立波方図書館 無料 http://www.library.imabari.ehime.jp/

今治市 ① 大三島歴史講座
暮らしの歴史「香典、通夜、葬儀のマナーと歴史」についての講座を実施
します。

10月28日
今治市立大三島図
書館
３階スカイシアター

今治市立大三島図書館 無料 http://www.library.imabari.ehime.jp/

今治市 ① 大西歴史講座
「今治平野の前期古墳と土器製塩」をテーマに特に大西平野を中心に今
治市大西地域の歴史を語る講座を実施します。

10月30日
今治市大西公民館
第1研修室

今治市立大西図書館 無料 http://www.library.imabari.ehime.jp/

今治市 ① 美須賀地区文化祭・福祉祭 バザー、小中学習発表、作品展示・福祉相談、のみの市等を実施します。 11月20日
美須賀コミュニティ
プラザ

美須賀コミュニティプラザ 無料
0898-32-3123
（美須賀コミュニティプラザ）

今治市 ① 別宮校区文化祭
別宮小学校児童作品展示、別宮公民館登録団体作品展示、芸能発表
会、いのこさん、お手玉遊び、軽スポーツ、バザーを実施します。

11月6日
別宮公民館・別宮
保育所園庭

別宮公民館 無料
0898-23-6762
（別宮公民館）

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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今治市 ① 常盤地区文化祭 作品展示、舞台発表、バザーを実施します。 11月5日, 6日 常盤公民館 常盤公民館 無料
0898-31-8943
（常盤公民館）

今治市 ① 鳥生地区文化祭
幼稚園・保育所園児、小学生、中学生、一般の作品展示・芸能発表、バ
ザーを実施します。

11月1日又は2日【予
定】

鳥生公民館 鳥生公民館 無料
0898-32-3256
（鳥生公民館）

今治市 ① 城東地区文化祭 小中学生・一般作品展示、バザー等を実施します。 11月6日 城東公民館 城東公民館 無料
0898-32-3049
（城東公民館）

今治市 ① 桜井住民祭
芸能発表、作品展示、囲碁大会、クロッケー大会、ソフトボール大会を実
施します。

11月20日 桜井公民館 桜井公民館 無料
0898-48-0001
（桜井公民館）

今治市 ① 朝倉地域文化祭 芸能発表・作品展示を行います。 11月5日, 6日, 13日
朝倉公民館
朝倉B＆G海洋セン
ター

今治市教育委員会
朝倉地域教育課

無料
0898-56-2024
（今治市教委 朝倉地域教育課）

今治市 ① 玉川ふれ愛まつり 芸能発表・作品展示などを行います。 11月5日, 6日 グリーンピア玉川
今治市教育委員会
玉川地域教育課

無料
0898-55-2071
（今治市教委 玉川地域教育課）

営農指導推進協
議会

今治市 ① 宮窪公民館文化祭 作品展示・お茶会・バザーなどを実施します。 10月29日, 30日 宮窪公民館
今治市教育委員会
宮窪地域教育課

無料
0897-86-3238
（今治市教委 宮窪地域教育課）

宮窪文化協会

今治市 ① 関前文化祭 芸能発表・作品展示などを行います。 11月3日
関前開発総合セン
ター

今治市教育委員会
関前地域教育課

無料
0897-88-2211
（今治市教委 関前地域教育課）

関前開発総合
センター推進会

今治市 ① 人権を考える市民の集い 人権作品表彰及び発表会を実施します。 11月中旬 中央公民館
今治市人権教育協議会・
今治市・
今治市教育委員会

0898-36-1602
（今治市教委　社会教育課）

今治市 ③ 今治文化芸術祭
芸能祭・音楽祭の舞台発表、いけばな展の作品展示、文芸大会、お茶
会、囲碁大会等を行います。

10月23日, 30日
11月 6日, 13日

中央公民館
河野美術館
ほか

今治文化協会
0898-36－1608
（今治市教委　社会教育課）

今治市 ③ 朝倉地域文化祭 作品展示発表 11月5日, 6日
朝倉B&G海洋セン
ター

今治市教育委員会・
朝倉文化協会

無料
0898-56-2024
（今治市教委 朝倉地域教育課）

今治市 ③ 朝倉芸能発表大会 文化団体活動発表を行います。 11月13日 朝倉公民館
今治市教育委員会・
朝倉文化協会

無料
0898-56-2024
（今治市教委 朝倉地域教育課）

今治市 ③ 玉川ふれあいまつり
芸能大会・各文化団体活動発表・福祉展・農産物品評会・バザー・もちま
き等を行います。

11月5日, 6日
グリーンピア
玉川

営農指導推進協議会 無料
0898-55-2701
（今治市教委 玉川地域教育課）

今治市 ③ 波方産業文化祭
各文化団体活動発表・児童生徒及び一般文化作品展示会・農産物品評
会・お茶席・各種バザー・もちまき等を行います。

11月19日, 20日
波方公民館
ほか

波方産業文化祭実行委員会
0898-41-7111
（今治市教委 波方地域教育課）

今治市 ③ 大西文化祭 作品展示・お茶席・芸能発表会を実施します。 11月5日, 6日 大西公民館 大西文化協会 無料
0898-53-3500
（今治市教委 大西地域教育課）

今治市 ③ 菊間文化祭
総合文化展・音楽祭・芸能発表・お茶席・バザー・チャリティ蚤の市・ふるさ
と市等を実施します。

10月29日, 30日 菊間公民館 菊間文化協会 無料
0898-54-5310
（今治市教委 菊間地域教育課）

今治市 ③ 吉海文化芸能祭
文化部門（生け花、書道、絵画等手作り作品の展示、お茶席、バザーの
開催等）
芸能部門（民謡、舞踊、大正琴、フラダンス、歌謡、健康体操等の発表等）

10月29日, 30日
吉海開発総合セン
ター
B&G体育館

今治市教育委員会・
吉海文化協会

無料
0897-84-4322
（今治市教委 吉海地域教育課）

今治市 ③ 宮窪公民館文化祭 地域住民及び児童生徒の作品展示等を行います。 10月29日, 30日 宮窪公民館 今治市教育委員会 無料
0897-86-2501
（今治市教委 宮窪地域教育課）

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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今治市 ③ 伯方文化祭 芸能の部、展示の部、お茶席、囲碁大会等を開催します。 11月3日, 4日
伯方開発総合セン
ター
ほか

伯方文化祭
実行委員会

無料
0897-72-1500
（今治市教委 伯方地域教育課）

今治市 ③
上浦・大三島
合同文化まつり

上浦・大三島両文化協会会員の作品展示と芸能発表、お茶席、各種バ
ザー等を実施します。

11月3日
上浦歴史民俗資料
館

上浦文化協会・
大三島文化協会

無料

0897-87-3000
（今治市教委 上浦地域教育課）
0897-82-0500
（今治市教委 大三島地域教育課）

今治市 ① 菊間小学生バレーボール大会 主に市内の小学生を対象としたバレーボール大会を開催します。 11月3日
緑の広場公園運動
場総合体育館

今治市教育委員会 無料
0898-54-5730
（今治市教委 菊間地域教育課）

今治市 ① 今治市民ソフトテニス大会 小学生から一般までを対象としたソフトテニス大会を開催します。 11月17日 桜井スポーツランド 今治市教育委員会
0898-36-1604
（今治市教委　体育振興課）

今治市 ①
しまなみカップ今治市長杯バレー
ボール大会

小学生から一般までを対象としたバレーボール大会を開催します。 11月20日 中央体育館　ほか 今治市教育委員会 無料
0898-36-1604
（今治市教委　体育振興課）

今治市 ① 菊間合気道少年錬成大会
園児から高齢者まで様々な年代の方が参加する合気道錬成大会を開催
します。

11月20日
緑の広場公園運動
場総合体育館

今治市体育協会菊間支部 無料
0898-54-5730
（今治市教委 菊間地域教育課）

宇和島市 ③ 南楽園文化祭 絵画、写真など芸術作品の展示 11月1日～30日 南楽園
南予レクリエーション都市公
園指定管理者（株式会社南レ
ク）

http://www.nanreku.jp

宇和島市 ①② 蒋淵地域交流事業
地区内伝統行事亥の子つきを、朝7時より午後3時頃まで行います。午後
19時からは公民館において、園児も参加し亥の子相撲大会を行います。
また、希望する児童は宿泊体験学習を行います。

11月5日, 6日 地区内及び公民館 蒋淵青少年健全育成協議会 無料
0895-63-0359
（蒋淵公民館）

宇和島市 ① 清満地区球技大会 地域住民参加による球技大会を開催します。 未定
清満小学校、津島
高校、勤労者体育ｾ
ﾝﾀｰ

清満地区共催事業実行委員
会

無料
0895-32-2105
（清満公民館）

宇和島市 ①② 番城文化祭
公民館における事業・講座・サークル活動の発表や地域住民によるバ
ザー等を行います。

11月20日
番城公民館・小学
校・幼稚園

番城公民館 無料
0895-27-1790
（番城公民館）

宇和島市 ① 畑地公民館祭り 公民館活動の発表や地域農産物のバザー等を行います。 11月20日 畑地ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 畑地公民館祭り実行委員会 無料
0895-32-2139
（畑池公民館）

宇和島市 ① 第7回美沼の里・産業文化まつり
三間町内で芸術、芸能の各分野で活動している方達が展示・発表の2部
門に分かれて、日頃の成果を発表します。 10月29日, 30日

コスモスホール三
間、三間中学校体
育館（予定）

美沼の里・産業文化まつり実
行委員会

無料
0895-58-3311
（三間公民館）

新居浜市 ② 国領祭
「学科・専攻科展示」、「寮生会主催のチャリティバザー」、「部活やクラス
の出店」その他の企画等の学生祭

11月4日～6日
新居浜工業高等専
門学校

新居浜工業高等専門学校 無料 0897-37-7727

新居浜市 ②③ 新居浜市小学校音楽発表会 各小学校児童による音楽活動（合唱・合奏）の発表会を実施します。 11月11日
新居浜市市民文化
センター

新居浜市教育委員会 無料
0897-65-1301
（新居浜市教委　学校教育課）

新居浜市 ②③ 新居浜市中学校音楽発表会 各中学校生徒による音楽活動（合唱・合奏）の発表会を実施します。 11月11日
新居浜市市民文化
センター

新居浜市教育委員会 無料
0897-65-1301
（新居浜市教委　学校教育課）

新居浜市 ①
別子銅山に関する本の解説講座
「別子銅山を読む」第２回

別子銅山に関する本「幽翁」について元別子銅山産業遺産課長の図書館
職員が詳しく解説します。

11月12日
新居浜市立別子銅
山記念図書館多目
的ホール

新居浜市立別子銅山記念図
書館

無料 http://www.city.niihama.lg.jp/soshiki/kakuka.php?sec_sec1=95

新居浜市 ① 図書館まつり２０１１
「ブックリサイクル」「篠笛（ミニコンサート）」「お話会」「健康相談」等を実施
します。

11月23日
新居浜市立別子銅
山記念図書館多目
的ホール

新居浜市立別子銅山記念図
書館

無料 http://www.city.niihama.lg.jp/soshiki/kakuka.php?sec_sec1=95

新居浜市 ①③ 惣開校区文化祭
校区内の幼稚園・保育園・小学校・中学校、地域住民、公民館利用者に
よる作品展、その他出し物等を実施します。

10月30日
惣開小学校惣開公
民館

新居浜市文化祭実行委員会 無料
0897-33-1031
（惣開公民館）

新居浜市 ①③ 浮島校区文化祭
校区内の幼稚園・保育園・小学校・中学校、地域住民、公民館利用者に
よる作品展、その他出し物等を実施します。

10月30日 浮島小学校 新居浜市文化祭実行委員会 無料
0897-34-7617
（浮島公民館）

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料



第５３回「教育・文化週間」関連行事

愛媛県
市区町村 種類 行事名 行事の概要 開催日程 会場 主催機関名 料金 ＵＲＬ又は連絡先 備考

新居浜市 ①③ 新居浜校区文化祭
校区内の幼稚園・保育園・小学校・中学校、地域住民、公民館利用者に
よる作品展、その他出し物等を実施します。

11月6日
新居浜小学校
新居浜公民館

新居浜市文化祭実行委員会 無料
0897-32-8312
（新居浜公民館）

新居浜市 ①③ 高津校区文化祭
校区内の幼稚園・保育園・小学校・中学校、地域住民、公民館利用者に
よる作品展、その他出し物等を実施します。

11月6日
高津小学校高津公
民館

新居浜市文化祭実行委員会 無料
0897-32-3320
（高津公民館）

新居浜市 ①③ 多喜浜校区文化祭
校区内の幼稚園・保育園・小学校・中学校、地域住民、公民館利用者に
よる作品展、その他出し物等を実施します。

11月6日 多喜浜小学校 新居浜市文化祭実行委員会 無料
0897-45-0014
（多喜浜公民館）

新居浜市 ①③ 泉川校区文化祭
校区内の幼稚園・保育園・小学校・中学校、地域住民、公民館利用者に
よる作品展、その他出し物等を実施します。

11月6日 泉川公民館 泉川まちづくり協議会 無料
0897-41-6463
（泉川公民館）

新居浜市 ①③ 船木校区文化祭
校区内の幼稚園・保育園・小学校・中学校、地域住民、公民館利用者に
よる作品展、その他出し物等を実施します。

11月6日 船木小学校 新居浜市文化祭実行委員会 無料
0897-41-6003
（船木公民館）

新居浜市 ①③ 大生院校区文化祭
校区内の幼稚園・保育園・小学校・中学校、地域住民、公民館利用者に
よる作品展、その他出し物等を実施します。

11月6日 大生院中学校 新居浜市文化祭実行委員会 無料
0897-41-6604
（大生院公民館）

新居浜市 ①③ 角野校区文化祭
校区内の幼稚園・保育園・小学校・中学校、地域住民、公民館利用者に
よる作品展、その他出し物等を実施します。

11月6日 角野公民館 新居浜市文化祭実行委員会 無料
0897-41-6224
（角野公民館）

新居浜市 ①③ 宮西校区文化祭
校区内の幼稚園・保育園・小学校・中学校、地域住民、公民館利用者に
よる作品展、その他出し物等を実施します。

11月13日 口屋跡記念公民館 新居浜市文化祭実行委員会 無料
0897-32-8430
（口屋跡記念公民館）

新居浜市 ①③ 金子校区文化祭
校区内の幼稚園・保育園・小学校・中学校、地域住民、公民館利用者に
よる作品展、その他出し物等を実施します。

11月13日 金子小学校 新居浜市文化祭実行委員会 無料
0897-34-6320
（新居浜市地域交流センター）

新居浜市 ①③ 金栄校区文化祭
校区内の幼稚園・保育園・小学校・中学校、地域住民、公民館利用者に
よる作品展、その他出し物等を実施します。

11月13日 金栄公民館 新居浜市文化祭実行委員会 無料
0897-33-3212
（金栄公民館）

新居浜市 ①③ 若宮校区文化祭
校区内の幼稚園・保育園・小学校・中学校、地域住民、公民館利用者に
よる作品展、その他出し物等を実施します。

11月13日
若宮小学校若宮公
民館

新居浜市文化祭実行委員会 無料
0897-34-7612
（若宮公民館）

新居浜市 ①③ 垣生校区文化祭
校区内の幼稚園・保育園・小学校・中学校、地域住民、公民館利用者に
よる作品展、その他出し物等を実施します。

11月13日 垣生小学校 新居浜市文化祭実行委員会 無料
0897-45-0024
（垣生公民館）

新居浜市 ①③ 神郷校区文化祭
校区内の幼稚園・保育園・小学校・中学校、地域住民、公民館利用者に
よる作品展、その他出し物等を実施します。

11月13日
神郷小学校神郷公
民館

新居浜市文化祭実行委員会 無料
0897-46-1181
（神郷公民館）

新居浜市 ①③ 大島校区文化祭
校区内の幼稚園・保育園・小学校・中学校、地域住民、公民館利用者に
よる作品展、その他出し物等を実施します。

11月13日 大島公民館 新居浜市文化祭実行委員会 無料
0897-45-1006
（大島公民館）

新居浜市 ①③ 別子校区産業文化祭
校区内の幼稚園・保育園・小学校・中学校、地域住民、公民館利用者に
よる作品展、その他出し物等を実施します。

11月13日
別子小中学校
別子山公民館

別子校区産業文化祭実行委
員会

無料
0897-64-2211
（別子山公民館）

新居浜市 ①③ 中萩校区文化祭
校区内の幼稚園・保育園・小学校・中学校、地域住民、公民館利用者に
よる作品展、その他出し物等を実施します。

11月20日 中萩小学校 新居浜市文化祭実行委員会 無料
0897-41-6735
（中萩公民館）

西条市 ① 棚田ふれあい教室
棚田地域の農村において、都市部の小学生30名（保護者同伴）を招き入
れ、農業体験や農村の人・自然に触れ合うことにより、農地や農村の持つ
役割や、保全することの大切さに対する理解を深める。

10月23日
現地
（西条市丹原町田
滝）

愛媛県 無料 http://www.pref.ehime.jp/h35400/furusato/index.htm

（参加対象）
小学生30名（保
護者同伴）応募
先着順

大洲市 ② 児童生徒作品展 小中学生の習字展・絵画展です。
10月26日～11月13

日
大洲市立博物館

藤樹まつり
実行委員会

無料
0893-24-1733
（大洲市教委 学校教育課）

大洲市 ③ 藤樹まつり菊花展 菊花展を開催します。 10月29日～11月4日 大洲市民会館前
菊花協会
大洲支部

無料
0893-24-1733
（大洲市教委 学校教育課）

大洲市 ② 小学生鼓笛パレード 小学生児童による鼓笛パレードを実施します。 10月31日
大洲市肱南地区市
街地

藤樹まつり
実行委員会

無料
0893-24-1733
（大洲市教委 学校教育課）

大洲市 ③ 藤樹まつり記念式典 神事並びに式典を行います。 11月1日
大洲城
二の丸庭園

藤樹まつり
実行委員会

無料
0893-24-1733
（大洲市教委 学校教育課）

大洲市 ② 小学生意見発表会 小学生代表者による意見発表です。 11月1日 大洲市民会館
藤樹まつり
実行委員会

無料
0893-24-1733
（大洲市教委 学校教育課）

大洲市 ③ 読書活動研究集会 講演等を実施します。 11月12日
大洲市立
図書館

大洲市読書グループ
協議会

無料
0893-24-1733
（大洲市教委 学校教育課）
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大洲市 ① 藤樹まつり児童生徒作品展
市内小中学校の児童生徒が作成した美術・書道作品のうち、優秀な作品
を紹介する展示会です。

10月26日～11月13
日

大洲市立博物館 大洲市立博物館 無料
0893-24-4107
（大洲市立博物館）

大洲市 ①
秋季特別展「如法寺書画資料展
～泰興の時代～」

如法寺が所蔵している資料から大洲2代藩主加藤泰興と如法寺について
紹介する展覧会です。

10月18日～1月29日 大洲市立博物館 大洲市立博物館 無料
0893-24-4107
（大洲市立博物館）

大洲市 ③ おおず音楽祭
世界的に有名なオーケストラの演奏を低料金で聴くことのできる音楽祭で
す。

10月26日 大洲市民会館 おおず音楽祭実行委員会
0893-24-1735
（大洲市教委　生涯学習課）

大洲市 ③ 河辺ふれあいフェスタ2011
河辺地域の住民が健康で文化的な生活を送ること、並びに河辺地域の
活性化に寄与することを目的に開催する祭典です。

10月16日
河辺ふるさとの宿
周辺

河辺ふれあいフェスタ実行委
員会

無料
0893-39-2114
（大洲市役所 河辺支所）

大洲市 ③ 第38回長浜地区生活文化祭
市民一人ひとりが心豊かに生きるために、ふるさと長浜の生活文化の発
展向上をめざすために開催する祭典です。

10月22日, 23日
長浜ふれあい会館
ほか

大洲市文化協会長浜支部 無料
0893-52-1115
（大洲市役所 長浜支所教委）

大洲市 ③ 大洲市民文化祭
大洲まつりにあわせて開催する音楽・芸能・郷土芸能・文芸などの祭典で
す。

10月30日
11月1日, 3日, 12日

大洲市民会館、肱
川緑地公園

大洲市文化協会大洲支部 無料
0893-24-1735
（大洲市教委　生涯学習課）

大洲市 ① 読書活動研究集会
図書館を拠点として地域文化の向上を図るために開催する研究協議や
講演会です。

11月12日 大洲市立図書館 大洲市立図書館 無料
0893-59-4111
（大洲市立図書館）

大洲市 ③ 第27回肱川ふれあいまつり
歌謡ショー、自衛隊音楽隊、各種団体の出店のほか、豪華景品が当たる
大富くじ等のイベントが開催される祭典です。

11月20日
肱川風の博物館・
歌麿館ほか

肱川ふれあいまつり実行委
員会

無料
0893-34-2311
（大洲市役所 肱川支所）

伊予市 ③ しおさいファミリーコンサート
伊予高等学校吹奏部による全国レベルの演奏を一般市民に鑑賞し、音
楽に親しんでもらいます

10月10日
伊予市民体育館ア
リーナ

伊予市教育委員会 無料
089-982-1111
（伊予市教委　社会教育課）

伊予市 ③
いよし総合文化祭＆ふるさとフェ
スティバル

文化・芸術作品の展示、芸能発表会、バザー、各種体験コーナーの設営
を行います

10月30日 ウェルピア伊予
いよし総合文化祭＆ふるさと
フェスティバル実行委員会

無料
089-982-1111
（伊予市教委　社会教育課）

伊予市 ③ 下灘公民館まつり
地区住民参加によるバザー、農産品・鮮魚販売、餅まき、子どもたちの作
品展示を行います

11月3日
下灘コミュニティー
センター周辺

下灘公民館まつり実行委員
会

無料
089-986-1114
（双海地区公民館）

伊予市 ③ 双海芸能発表会 地区住民参加によるカラオケ、舞踊、太鼓等の発表会を実施します 11月3日 下灘体育館 双海町文化協協会 無料
089-986-1114
（双海地区公民館）

伊予市 ③ 上灘公民館まつり
地区住民参加によるバザー、農産品・鮮魚販売、餅まき、子どもたちの作
品展示を行います

11月6日
伊予市双海地域事
務所周辺

上灘公民館まつり実行委員
会

無料
089-986-1114
（双海地区公民館）

伊予市 ③ なかやま芸能発表会
地区住民参加による舞踊、詩吟、太鼓、万歳、演劇、カラオケ等の芸能発
表を行います

11月23日
なかやま農業総合
センター

中山町文化協会 無料
089-967-1385
（中山地区公民館）

四国中央
市

③ 川之江文化祭 作品展示等を行います。 11月１日～3日
川之江文化セン
ター

四国中央市
教育委員会

無料
0896-28-6043
（四国中央市教委　文化図書課）

四国中央
市

③ 三島文化祭 作品展示、芸能発表会です。 11月3日～5日
市民会館三島会
館、福祉会館、中之
庄公民館

四国中央市
教育委員会

無料
0896-28-6043
（四国中央市教委　文化図書課）

四国中央
市

③ 土居文化祭 作品展示、芸能発表会です。 11月2日, 3日 土居文化会館
四国中央市
教育委員会

無料
0896-28-6043
（四国中央市教委　文化図書課）

四国中央
市

③ 新宮文化祭 作品展示等を行います。 11月6日 新宮公民館
四国中央市
教育委員会

無料
0896-28-6043
（四国中央市教委　文化図書課）

四国中央
市

③ 県展移動展 県展入選作品の展示を行います。 11月19日～23日 福祉会館
四国中央市
教育委員会

0896-28-6043
（四国中央市教委　文化図書課）

四国中央
市

③ 妻鳥芸能文化祭 餅つき大会・芸能発表会を実施します。 11月5日, 6日 妻鳥公民館 妻鳥公民館 無料
0896-28-6250
（四国中央市教委　生涯学習課）

四国中央
市

③ 第１９回土居公民館祭 ｻｰｸﾙ発表会・作品展示等を行います。 11月6日 土居公民館 土居公民館 無料
0896-28-6358
（土居公民館）

四国中央
市

③ 小富士公民館祭 七五三行事・作品展・バザー・カラオケなどを行います。 11月6日 小富士小学校 小富士公民館 無料
0896-28-6359
（小冨士公民館）

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料



第５３回「教育・文化週間」関連行事

愛媛県
市区町村 種類 行事名 行事の概要 開催日程 会場 主催機関名 料金 ＵＲＬ又は連絡先 備考

四国中央
市

③ 第31回寒川地区文化祭
寒川公民館で活動しているサークル、および小中学校の児童生徒の作品
を展示しています。

11月5日, 6日 寒川公民館 寒川地区文化祭実行委員会 無料
0896-28-6066
（寒川公民館）

西予市 ③ 石城地区花いっぱい運動
ＪＲ伊予石城駅周辺の環境整備で花の植え替え、樹の剪定、草刈りを地
区住民で行います。

11月5日 JR伊予石城駅周辺 石城公民館 無料
0894-62-9445
（石城公民館）

西予市 ① 石城地区文化祭 趣味の作品等展示、芸能祭、バザーを行います。 11月13日
石城小体育館・石
城公民館

石城公民館 無料
0894-62-9445
（石城公民館）

西予市 ③
第14回宮中雲子
音楽祭

合唱コンクールです。 11月13日 三瓶文化会館
西予市・
西予市教育委員会・
宮中雲子音楽祭実行委員会

無料
0894-33-2470
（西予市教委　三瓶教育課）

西予市 ①③ 明間ふるさと産業文化祭
農産物展示・販売、各種バザー出店、趣味・保育園児・小学校児童作品
展示、芸能発表等を行います。

11月13日 西予市明間公民館 西予市（明間自治会） 無料
0894-67-0011
（明間公民館）

西予市 ③ 奥伊予ふるさと祭 文化祭と産業祭を同時開催する催しです。 11月12日, 13日
総合センターしろか
わほか

奥伊予ふるさと祭実行委員
会

無料
0894-82-1117
(西予市教委　城川教育課）

西予市 ③
西予市総合文化祭・第6回宇和町
文化祭

各団体の作品展示・バザー等を行います。 11月5日, 6日 西予市庁舎周辺 西予市教育委員会
0894-62-6416
（西予市教委 文化体育振興課）

西予市 ③ 第40回宇和町ふるさと芸能祭 文化協会加入団体による芸能発表です。 11月6日 宇和文化会館 西予市教育委員会 無料
0894-62-6416
（西予市教委 文化体育振興課）

西予市 ③ 駅からウォーク
伊予岩木駅から笠置峠古墳までの道のりを歩くことにより、古代ロマンを
感じとり宇和の歴史に思いをはせます。

11月3日
笠置街道・笠置峠
古墳

西予市教育委員会
0894-62-6416
（西予市教委 文化体育振興課）

西予市 ③
文化の里施設
無料開放

文化の里施設（開明学校・宇和民具館・宇和先哲記念館・宇和米博物館）
の無料開放を行います。

11月5日, 6日 文化の里各施設 西予市教育委員会 無料
0894-62-6700
（西予市教委 文化体育振興課 文化の里振興室）

西予市 ③ 末光家住宅見学会 市指定有形文化財「末光家住宅」の一般公開を行います。 11月6日 末光家住宅 西予市教育委員会 無料
0894-62-6700
（西予市教委 文化体育振興課 文化の里振興室）

西予市 ③ 西予市野村町文化祭 作品展示・茶会・生花・盆栽・菊花展・歴史展・芸能発表他を行います。 11月5日, 6日 西予市乙亥会館 西予市文化協会野村支部 無料
0894-72-1117
（西予市教委　野村教育課）

西予市 ③ 第29回明浜ふる里芸能祭 西予市文化協会明浜支部会員による芸能発表会です。 11月6日 高山公民館
明浜ふる里芸能祭実行委員
会

無料
0894-64-1291
（西予市教委　明浜教育課）

西予市 ② 城川支部小･中学校音楽会 城川町内４小学校・１中学校による合唱・合奏発表会です。 10月27日 城川中学校 城川支部音楽主任会 無料  0894-82-0029（城川中学校）

東温市 ① 第10回市民健康セミナー
地域住民の健康啓発に向けた講演を開催するとともに，健康度測定，健
康相談など実施します。

10月22日
愛媛大学医学部看
護学科

愛媛大学医学部看護学科 無料 愛媛大学医学部看護学科　089-960-5422 -

東温市 ③ 文化祭
東温市文化協会が実施する文化祭に合わせて、川内地区の小中学生、
一般の絵画、書画、工作、陶芸等を展示をします。

11月11日～ 13日 川内公民館 東温市教育委員会 無料   089-964-1500（東温市教委　生涯学習課）

東温市 ①
世界に飛び出
せキッズ広場

松下文治先生を代表講師に迎え、海外の歌や国際マナーを学び、国際感
覚を身につけます。

11月2日 川内公民館 東温市教育委員会   089-964-1500（東温市教委　生涯学習課）

東温市 ①
わくわく工作
ランド

針金で三輪車や小物を作成します。 11月16日 川内公民館 東温市教育委員会 無料   089-964-1500（東温市教委　生涯学習課）

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料



第５３回「教育・文化週間」関連行事

愛媛県
市区町村 種類 行事名 行事の概要 開催日程 会場 主催機関名 料金 ＵＲＬ又は連絡先 備考

東温市 ① 親子スノーボード教室 日本屈指の屋内スノーボード場で、スノーボードの体験をします。 11月27日 アクロス重信 東温市教育委員会   089-964-1500（東温市教委　生涯学習課）

東温市 ③ れきみん講座 勾玉の作成をします。 11月27日 川内公民館
東温市立
歴史民俗資料館

089-964-0701
（歴史民族資料館）

東温市 ③ 郷土史講座 郷土史についての講演会を開催します。 11月27日 川内公民館
東温市立
歴史民俗資料館

無料
089-964-0701
（歴史民族資料館）

上島町 学校見学会
学園祭(商船祭)時の学校を公開し、参加者に構内施設・学寮・練習船な
どの見学を行う

11月5日, 6日
弓削商船高等専門
学校

弓削商船高等専門学校 無料 http://www.yuge.ac.jp/

上島町 　　商船祭 学生による商船祭 11月5日, 6日
弓削商船高等専門
学校

弓削商船高等専門学校 無料 http://www.yuge.ac.jp/

上島町 ③ 上島町総合文化祭
期間中、町内各地区の会場において、それぞれの文化活動の成果発表
会や、落語等の公演会を行います。

10月30日～11月6日
せとうち交流館　ほ
か

上島町文化協会
0897-77-2128
（上島町教委）

砥部町 ① とべ動物園の日 動物園の無料開放 10月30日 とべ動物園
とべ動物園指定管理者（公益
財団法人愛媛県動物園協
会）

http://www.tobezoo.com

入園料は無料で
すが、駐車料金
は必要となりま
す。

砥部町
③文
化

砥部陶街道文化まつり
陶芸・絵画・書道・写真・盆栽・生け花等の展示。囲碁・将棋・川柳・詩吟な
ど芸能発表会を実施します。

11月5日, 6日
砥部町中央公民館
外

砥部町 無料 http://www.town.tobe.ehime.jp/

内子町 ③ 小田の郷ふるさとまつり
内子町小田地域の産業文化祭、文化協会芸能発表会、バザー等を実施
します。。

11月3日
内子町文化交流セ
ンター他

内子町役場小田支所 無料
0892-52-3111
（内子町役場小田支所産業建設係）

内子町 ③ うちこ文化祭 内子町文化協会会員による作品展やバザーなどを実施します。 11月2日, 3日
内子自治センター
他

内子町教育課 無料
0893-44-2114
（内子町自治・学習課 ）

内子町 ③ 第３０回五十崎文化祭
各種団体による出展、出店の他、小田川コンサート、太鼓演奏等を実施し
ます。

11月6日, 7日
五十崎自治セン
ター

文化協会五十崎支部事務局 無料
0893-43-1211
（内子町文化協会五十崎支部）

内子町 ② 内子町音楽発表会 町内学校の児童・生徒による音楽演奏発表会です。 11月10日
内子町文化交流セ
ンター

内子町教育研究所 無料
0893-44-2121
（内子町教委）

伊方町 ① 伊方文化祭 習字・絵画・ポスター等の作品展示等を行います。 11月3日 中央公民館 中央公民館 無料
0894-38-1020
（中央公民館）

一般
小・中学生

伊方町 ① 町見公民館まつり 絵画、書道作品展示、子ども向けアニメの上映等を行います。 11月3日
町見公民館
町見体育館

町見公民館 無料
0894-39-0212
（町見公民館）

一般
小・中学生

伊方町 ① 瀬戸文化祭
習字・絵画・ポスター等の作品展示、芸能文化発表・バザー、ふるさと産
品の販売を行います。

10月30日 瀬戸町民センター 瀬戸公民館 無料
0894-57-2111
（瀬戸公民館）

一般
 小・中学生
保育園児

伊方町 ① 三崎文化祭 習字・絵画・ポスター等の作品展示等を行います。 10月29日, 30日 三崎総合体育館 三崎公民館 無料
0894-54-1114
（三崎公民館）

一般
小・中・高生
保育園児

松野町 ③ のま馬、河後森城を登る
中世の山城『河後森城跡』に在来馬の、のま馬が挑みます。また、体験乗
馬も行う予定です。

未定
国指定史跡
河後森城跡

森の国　山城の会 無料
0895-42-1118
（松野町教委)

松野町 ③ 森の国　文化祭
従来の作品展示や芸能大会の他に、来場者の皆さんがより楽しく主体的
に文化に触れられるよう、体験コーナーやワークショップを開催します。

11月2日, 3日（予定）
松野町山村開発町
民センター他

松野町・
松野町文化協会

無料
0895-42-1118
（松野町教委)

鬼北町 ① きほくふれあい音楽会 町内の小中学校が一堂に会して音楽発表を行います。 11月16日 広見中学校 鬼北町教育委員会 無料
0895-45-1111
（鬼北町教委）

鬼北町 ① 日吉地区文化祭
小中学生、文化団体の絵画、書、写真等作品展示と太鼓、舞踊、コーラス
等の発表会をします。

11月3日 日吉夢産地 日吉公民館 無料
0895-44-2211
（日吉公民館）

日吉小学校、日
吉中学校

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料



第５３回「教育・文化週間」関連行事

愛媛県
市区町村 種類 行事名 行事の概要 開催日程 会場 主催機関名 料金 ＵＲＬ又は連絡先 備考

愛南町 ③ 愛南町文化祭
愛南町文化協会の会員による
芸能発表･作品展示会などが行われます。

11月12日, 13日
愛南町御荘文化セ
ンター

愛南町文化協会 無料
0895-73-1111
（愛南町教委　生涯学習課）

西条市他 ① 自然観察会
小中学生及びその保護者等を対象とし、干潟の動植物観察等を行う自然
観察会を実施します。

11月5日 加茂川河口他 愛媛県 無料
089-912-2366
（愛媛県自然保護課）

各所 ②③ 愛媛県立特別支援学校文化祭
愛媛県立特別支援学校各校で学習発表、作品展示、ＰＴＡバザーなどを
行います。

10月16日～11月20
日の間で各校１日開

催

各愛媛県立特別支
援学校

各愛媛県立特別支援学校 無料 http://ehime-c.esnet.ed.jp/shougaiji/index.htm

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料


