イルミネーション
場所

点灯期間・時間

所在地・交通手段

問合せ先

ひとこと

マイントピア別子
～ウインターイルミネーション～

12/1～2/29
17:00～22:00

★新居浜市立川町707番地3
マイントピア別子
○JR新居浜駅より車で15分/新居浜ICより車で10 0897-43-1801
分
http://www.besshi.com/

マイントピア別子端出場記念館入口周辺に
約12万球の電飾によるイルミネーションを
点灯。端出場記念館4階の別子温泉～天空
の湯～のご利用もオススメ。
※駐車場：有（400台）

にぎわい商店街ライトアップ

12/7～2月下旬（予定）
16：00～20：00

★新居浜市徳常町～泉宮町
新居浜登道南商店会
○新居浜ICより車で20分/JR新居浜駅より車で10 0897-32-3567
分
（新居浜ジャンドール内）

別子銅山、新居浜の街、瀬戸内海をイメー
ジした光のトンネルイルミネーションを点灯
し、商店街をライトアップする。点灯初日に
はオープニングイベントも行う。

愛媛県総合科学博物館

12/21～12/22
17：00～21：00

★新居浜市大生院2133-2
愛媛県総合科学博物館
○いよ西条ICより車で5分/JR伊予西条駅または 0897-40-4100
新居浜駅よりせとうちバス「総合科学博物館」まで https://www.i-kahaku.jp/
20分

クリスマス限定イベントとして、12/21～2の2
日間は開館時間を21:00まで延長し、博物
館のシンボルでもあるエントランス棟やプラ
ネタリウム棟を美しく幻想的にライトアップ。
また、期間中はクリスマスならではの様々な
楽しいイベントを開催。今年の冬は博物館
で一味違ったクリスマスを過ごしてみては。
料金：無料（展示室入場、プラネタリウム、
ワークショップは別途料金が必要）
※駐車場：有(無料・320台、大型8台）

金栄小学校グラウンド
イルミネーション～金栄ドリームツ
リー～

12/15～1/4
17：30～22：00

★新居浜市西の土居町一丁目5番1号
○新居浜ICより市内方向へ車で15分/JR新居浜
駅より徒歩20分

金栄公民館
0897-33-3212

学校の開校記念として植えられたメタセコイ
アの木に、約13万球のイルミネーションが輝
く。飾り付けのテーマは、毎年児童から募
り、PTAや地域住民が協力して飾り付ける。
12月15日には点灯式が行われ、地元婦人
会による豚汁とおにぎりのサービスも。
※駐車場：無（点灯式当日は、学校敷地内
駐車場を開放）

今治城

毎日
日没の30分後～23:00
※年末年始(12/31～1/3)は翌朝6時まで

★今治市通町3丁目1-3
○今治港より徒歩10分/JR今治駅よりバスで9分
(｢今治城前」下車)

今治城
0898-31-9233

ライトアップされた城が水面に映る姿は幻
想的。
今治城観覧料金：
一般520円、学生260円、高校生以下または
18歳未満無料
団体（20名以上）一般420円、学生210円
※駐車場：有（有料）
＊第一駐車場（56台）1時間100円（普通車・
軽自動車）
第二駐車場（10台）2時間500円以後1時間
ごとに250円（バス）

今治市公会堂

毎日
17:00～24:00（冬季）
※多少の変更あり

★今治市別宮町1丁目4番地1
今治市商工振興課
○今治ICより今治駅方面へ車で5分/今治湯ノ浦 0898-36-1540
ICより今治駅方面へ車で20分/今治駅より今治市
役所方面へ徒歩5分

エントランス棟約40ｍ、プラネタリウ
ム約30ｍ、ロータリー周辺などで点
灯。
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今治市出身の建築家丹下健三氏により設
計された今治市公会堂のライトアップ。ライ
トアップにより建物がより立体的、幻想的に
見える。
※駐車場：有（今治市役所駐車場 普通車
159台 30分80円 平日17:30～22:00 土日
祝日8:00～22:00）

場所

点灯期間・時間

所在地・交通手段

問合せ先

ひとこと

今治駅前ほか市内全7箇所

12/10～1/31
17:30～23:00
(12/21～1/6は24:00まで）

★今治市北宝来町1丁目
○JR今治駅よりすぐ

今治･花と緑と光の会事務局(今治商 今治駅前ほか市内中心部全7箇所がライト
工会議所)
アップされる。
0898-23-3939
※駐車場：無

来島海峡大橋

12/24～12/25 日没～21:00
12/29～1/3 日没～21:00
（12/31は翌朝7:00まで)
1/13 日没～21:00
2/11 日没～21:00
2/23 日没～21:00

★今治市小浦、今治市吉海町南浦
○今治北ICより車で5分/大島南ICより車で5分

本州四国連絡高速道路株式会社
しまなみ今治管理センター
0898-23-7250
http://www.jb-honshi.co.jp/

来島海峡展望館ほか市内全2箇所

【来島海峡展望館】
12/12～1/12 18:00～6:00
【今治城】
12/28～1/12 18:00～6:00

【来島海峡展望館】
今治地方観光協会
★今治市小浦町2丁目5-2
0898-22-0909
○JR今治駅よりバスで25分（｢今治桟橋｣下車）
http://www.oideya.gr.jp/
【今治城】
★今治市通町3丁目1-3
○JR今治駅より徒歩20分/JR今治駅よりバスで10
分（｢今治城前｣下車）

今治のまちなかを竹灯篭のやわらかい明か
りで包み込む。
※駐車場：【来島海峡展望館】有（無料・89
台うち身障者用4台） 【今治城】有（60分
100円・56台）

えひめこどもの城
｢ナイトファンタジー2019｣

11/23～12/21の土曜と12/22のみ
17:30～21:00（21:30閉門）

★松山市西野町乙108-1
えひめこどもの城
○松山市駅より伊予鉄バスえひめこどもの城行き 089-963-3300
｢えひめこどもの城｣下車/松山ICより国道33号を https://www.i-kodomo.jp/
高知方面へ車で15分/川内ICより県道23号(伊予
川内線)経由で車で20分/松山市中心部より車で
30分

ふれあい広場

11/30～1/5

★伊予郡松前町大字筒井1321
○伊予鉄道｢松前駅｣下車徒歩3分

松前町商工会
089-984-1427

星が彩る夜空の下で輝く、約20万球の地上
のイルミネーションは本物に負けないくらい
ステキ！その幻想的な雰囲気は誰もが魅
了されること間違いなし☆彡家族でもカップ
ルでも心温まる素敵な時間を過ごせるので
は？
また、各種イベントもさることながら、てんと
う虫のモノレールやボートから眺める夜景
はおすすめ！今年の見どころはレーザー
ショー！
料金：入園料無料、｢ナイトファンタジーパ
ス｣で遊具乗り放題（料金大人300円、子ど
も100円）各種イベントは参加費が必要な場
合あり
※駐車場：有（普通車300円/回、大型810円
/回・松山側395台(うち大型10台)、砥部側
105台(普通車のみ)）
※大型車は松山側駐車場のみ駐車可。園
内は車両の通り抜け不可
※駐車場：有(無料)

道の駅ひろた｢峡の館｣

12/23～1/26
18:00～22:00

★伊予郡砥部町総津162-1
○松山ICより国道33号を高知方面へ車で20分、
国道379号へ入り広田方面へ車で20分

道の駅ひろた｢峡の館｣
089-969-2070
https://kyounoyakata.jimdo.com/
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長さ約4kmの橋がライトアップされ、海と島
をほのかに照らす。
※駐車場：有（糸山公園、亀老山展望公園）

今年も道の駅ひろたがイルミネーションされ
る。電飾数は約30,000球。道の駅ひろたは
山間にありますので、冬場は路面が凍結す
る場合があります。お車でお越しの際は、十
分ご注意ください。
※駐車場：有(無料)

場所

点灯期間・時間

所在地・交通手段

問合せ先

ひとこと

愛媛県立とべ動物園

11/2～12/21の毎週土曜日及び12月22日
17:00～21:00（入園は19：30まで。動物は一部の
みご覧いただけます。）

★伊予郡砥部町上原町240
愛媛県立とべ動物園
○松山市駅よりバスで40分/松山ICより国道33号 089-962-6000
を高知方面へ車で10分
https://www.tobezoo.com/

虹のオーロラや光の動物たち、体験型の
ガーデンなど思い出に残る世界が来園者を
包み込む。冬場限定の“特別な動物園”に
出かけてみよう。
18歳以上500円
15～17歳200円
6～14歳100円
65歳以上200円
5歳以下無料

文化交流センター･スバル

11/24～1月中旬（予定）
17:00～23:00頃

★喜多郡内子町寺村251-3
○JR内子駅、内子・五十崎ICより車で30分

内子町商工会青年部小田支部
0892-52-2144

建物と庭全体に、様々な模様、形のイルミ
ネーションが飾りつけられ明るく輝く。
※駐車場：有（正面の道の駅小田の郷「せ
せらぎ」駐車場）

五十崎豊秋河原「榎（えのき）」

12/21～1月上旬（予定）
17:30頃～21:30頃

★喜多郡内子町平岡
○松山市内より国道56号を車で1時間/JR内子
駅、内子・五十崎ICより車で10分

五十崎自治センター
0893-43-1221

6灯にて榎（えのき)のライトアップを行い、初
日（12/21）にはイベントも開催予定。
※駐車場：有（無料）

大和地区イルミネーション

12/7～1/13
18:00頃～

★大洲市長浜町下須戒甲669-5（旧大和小学校 大和公民館
周辺）
0893-52-2831
○大洲ICより県道24号経由で金山出石寺方面へ
車で20分

旧大和小学校周辺地域の家々が約12万球
のイルミネーションで彩られる。12月7日の
「大和キャンドルナイト」では各種露店販売
のほか、夕方からキャンドルが灯される。
※駐車場：有（無料）

豊茂イルミネーション

12/8～1/11
17:00～22:00

★大洲市豊茂甲532（旧豊茂小学校周辺）
豊茂公民館
○大洲ICより県道24号経由で金山出石寺方面へ 0893-57-0303
車で30分

旧豊茂小学校の校舎外壁及びグラウンドを
中心に2万球のイルミネーションが飾られ
る。12月21日には｢豊茂イルミテヤまつり｣
が開催され、様々な催しが行われる。

三瓶中央児童公園
潮騒館前遠藤

11/20～1月上旬
★西予市三瓶町朝立
17:00～22:00
○西予宇和ICより国道56号を松山方面へ、途中
（12/24～12/25、12/30～1/3は17:00～翌朝5:00） 案内板より県道30号へ車で20分

西予市三瓶支所産業建設課
0894-33-1114

冬の風物詩・三瓶町イルミネーションツ
リー。高さ22mのジャンボツリーに約2,000個
の電球が灯り、周囲は明るく照らされる。
※駐車場：有（無料：旧三瓶支所）

わらマンモスライトアップ・わらぐろイ
ルミネーション

11月下旬～1月中旬
17:00～22:00（予定）

★西予市宇和町岩木
○ＪＲ伊予石城駅近く

西予市経済振興課
0894-62-6408

宇和れんげまつりのシンボル的な存在と
なったわらマンモス、わらぐろをライトアッ
プ。また、ＪＲ伊予石城駅正面では、地元団
体によるわらぐろのイルミネーションも点灯
される。
駐車場：無

ゆめみかんイルミネーション

12/1～1/5
17:00～21:00

★八幡浜市保内町宮内
八幡浜市生涯学習課（ゆめみかん）
（ゆめみかん(八幡浜市文化会館)）
0894-36-3040
○大洲ICより国道197号を佐田岬方面へ車で35分
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夜風に揺れる電飾の光が建物の窓に映し
出されることで明るさが一層増し、きらびや
かな輝きが演出される。幻想的な夜を楽し
んで。
※駐車場：有（無料）

場所

点灯期間・時間

所在地・交通手段

問合せ先

ひとこと

クリスマスオレンジフェスティバル
2019in八幡浜みなっと

12/14～
17:30～22:00

★八幡浜市字沖新田1581-23
みなと交流館
（道の駅みなとオアシス八幡浜みなっと）
0894-21-3710
○JR八幡浜駅より車で5分/大洲ICより車で25分/
八幡浜フェリーターミナルより徒歩1分

本物のみかんで作られた巨大みかんオブ
ジェを設置し、年明けまでライトアップ。その
他、かまぼこカーテンやみかんの丘のライト
アップといった、八幡浜みなっと内の施設の
ライトアップも行われ、オレンジの光が広場
を照らす。
※駐車場：有（無料）

南楽園
｢南楽園魅惑の夕べ」

11/22～11/24
17:00～21:00

★宇和島市津島町近家甲1813
南レク株式会社
○JR宇和島駅よりバスで40分/津島高田ICより車 0895-32-3344
で10分
http://www.nanreku.jp/

午後9時まで延長開園し、園内を2,500個の
LEDを利用した竹灯篭の織り成す幻想的な
光の世界を楽しんでいただく。
（入園料）大人310円、小人（小･中･高校生）
150円、20名以上2割引（所定の割引あり）
※駐車場：有(無料・550台、大型可）

中山池自然公園

12/1～1/3
18:00～23:00(予定)

★宇和島市三間町黒井地（中山池自然公園）
○三間ICより車で5分

吉田三間商工会三間支所
0895-58-2256

今年も中山池自然公園の一部を利用したこ
れまでより縮小したイルミネーションになり
ますが、都会の華やかな電飾とは異なる自
然公園内の木々を電球で彩る。
※駐車場：有(無料）

パールイルミネーションinDE・あ・い

12/14～1/中旬
（12/14）15:30～

★南宇和郡愛南町柏390
○JR宇和島駅より宇和島バス城辺・宿毛方面行
き｢柏」下車徒歩約1分

内海公民館
0895-85-1021
https://www.town.ainan.ehime.jp/kur
ashi/kyoikubunka/rekishibunka/shise
tsu/ainancho-de-a-i-21.html

約1万個の電球が冬の夜を演出。ゲーム大
会や映画会、出店等楽しい催し物があり、
町内外の親子を対象に世代間交流を図る
イベントとなっている。
※駐車場：有(無料）
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温泉（温泉法による温泉施設）
温泉名・場所
霧の森交湯～館
霧の森温泉

営業時間・初湯情報

料金

10:00～21:00（受付～20:30）
大人400円
休館日：月曜日（祝・祭日の場合は翌 小学生・65歳以上300円
日）
小学生未満無料

別子温泉～天空の湯～ 10:00～22:00(受付～21:00）
休館日：無休（2月中旬頃休館あり）

所在地・交通手段
★四国中央市新宮町馬立4491-1
○新宮IC下車すぐ

問合せ先・備考
霧の森交湯～館
0896-72-2611

効能/ひとこと
神経痛、五十肩、打ち身捻挫、慢性消化器病、痔
疾、冷え性等に効能あり。
緑に包まれ、ゆったりとした時間が過せる。霧の森
に併設されている「茶フェ」では、四国中央市新宮
町特産の「新宮茶」や様々なお菓子が楽しめるほ
か、「菓子工房･新宮本店」ではお土産の購入もで
きる。
※駐車場：有(無料）
主浴槽のほか、遠赤外線サウナ室や酸素泉や炭
酸泉などの珍しい浴槽を設置した露天風呂が人
気。また、ロウリュウと岩塩の二種類の岩盤浴を
配置し、老若男女が利用できるようにしている。
※駐車場：有(無料･400台、大型15台）

大人(高校生以上)500円
小人(小･中学生)300円
幼児(3歳以上)200円
団体（20名～）大人400円、小
人200円、幼児160円
岩盤浴：450円
その他各種割引、回数券あり
大人600円
小人（3歳～小学生）200円
家族温泉カジャ2800円～（1室
4名迄）

★新居浜市立川町707-3
マイントピア別子
○JR新居浜駅より車で15分/新居浜 0897-43-1801
ICより車で10分
http://www.besshi.com/

大人500円
小人（小学生）150円
幼児60円

★西条市洲之内甲1193
湯之谷温泉
○JR伊予西条駅より車で7分/いよ西 0897-55-2135
条ICより車で12分

泉質は含鉄Ⅱ・二酸化炭素一ナトリウム・カルシウ
ム一炭酸水素塩・塩化物温泉（等張性中性温
泉）。
新居浜温泉パナスは、バリ島の雰囲気を再現した
温泉施設！バリ島の独特で素朴な空間でくつろげ
る。家族風呂は全室露天風呂付き。
※駐車場：有(無料）
弱アルカリ性単純泉。天保年間から栄えてきた歴
史ある温泉。筋肉痛や神経痛に効能あり。
※駐車場：有（無料・60台）

西条天然温泉・ひうちの 10:00～24:00（受付～23:00）
湯
休館日：無休

大人（中学生以上）600円
小人（4歳～小学生）300円
乳幼児(4歳未満)100円

★西条市船屋西新開甲683
ひうちの湯
○JR伊予西条駅より車で10分/いよ 0897-55-1004
西条ICより車で5分

ナトリウム塩化物温泉。地下1,005mからくみ上げ
る摂氏35度の源泉が自慢。保温効果が高い。
※駐車場：有（無料・300台、大型可）

武丈の湯

10:00～23:00（受付～22:30）
休館日：無休

大人500円
小人（3歳～小学生）250円
乳幼児(3歳未満)無料

★西条市大町209
武丈の湯
○JR伊予西条駅より徒歩15分/いよ 0897-52-1126
西条ICより車で10分

低張性アルカリ性冷鉱泉。神経痛、肩こりに効能
あり。
※駐車場：有(120台、大型2台）

本谷温泉館

10:00～22:00(受付～21:30）
木曜日のみ15:00～22:00（受付～
21:30）
休館日：無休

大人（中学生以上）400円
小人（3歳～小学生）200円
65歳以上･障がい者300円
幼児（3歳未満）無料

★西条市河之内甲494
本谷温泉館
○JR壬生川駅より本谷温泉行きバス 0898-66-0372
「温泉館前」下車すぐ

低張性アルカリ性冷鉱泉。「伊予の三湯」の一つ。
岩風呂、木肌風呂、家族風呂などがある。
※駐車場：有（無料・50台）

休暇村瀬戸内東予 ひう 11:00～15:00(受付～14:00)
ちなだ温泉
休館日：年2回不定休

大人（中学生以上）500円
小人（小学生以下）300円
幼児（4歳未満）無料

★西条市河原津乙7-179
休暇村瀬戸内東予ひうちなだ温泉
○JR今治駅よりバスで30分/今治湯 0898-48-0311
ノ浦ICより車で5分

低張性アルカリ性冷鉱泉。石鎚山をはじめ四国山
地を一望できるガラス張りの展望風呂が自慢。
※駐車場：有（無料・60台）

湯の里小町温泉しこくや 10:00～22:00
（りんりんパークー）
休館日：無休

大人480円
小人（小中学生）250円
6歳以下100円

★西条市小松町明穂甲47
湯の里小町温泉しこくや
○JR壬生川駅より車で10分/いよ小 0898-76-3388
松ICより車で2分

天然温泉を使った大浴場や、山肌を見渡すことの
できる露天風呂がある。低張性弱アルカリ性冷鉱
泉。宿泊施設も完備。
※駐車場：有（無料・100台、大型10台）

新居浜温泉パナス

大浴場パナス6:00～24:00（受付～
23:00）
家族湯カジャ24時間（宿泊不可）
休館日：無休

湯之谷温泉

8:30～21:30（受付～21:00）
休館日：無休

★新居浜市篠場町11-60
○JR新居浜駅より広瀬歴史記念館
方向へ車で12分/新居浜ICより広瀬
歴史記念館方向へ車で12分
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大浴場パナス
0897-31-8000
家族湯カジャ
0897-31-8100

温泉名・場所

営業時間・初湯情報

料金
大人（中学生以上）400円
小人（小学生）150円
幼児60円

所在地・交通手段

道前渓温泉
0898-73-2834

効能/ひとこと

15:00～21:00（受付～20:30）
水曜日のみ12:00～21:00（受付～
20:30）
休館日：火曜日

椿交流館（椿温泉こま
つ）

10：00～22：00（受付～21：30）
大人：400円
休館日：水曜日（祝日の場合は開館） 小人（3歳～小学生）：200円
65歳以上・障がい者：300円
幼児（3歳未満）：無料

★西条市小松町新屋敷乙22-29
椿交流館（椿温泉こまつ）
○石鎚山SAから直接乗入可、アウト 0898-76-3511
ドアオアシス石鎚駐車場を利用/伊予
小松駅より車で5分

黄金色の「低張性弱アルカリ性低温泉」。
燧灘を一望できるロケーションが自慢。
※駐車場：有（無料・60台、身障者用2台）

菰隠温泉

17:00～22:00（受付～21:00）
休館日：無休

★越智郡上島町岩城2559
菰隠温泉
○今治港より岩城島まで快速船で47 0897-75-3250
分、送迎バスで5分/生口島南ICより http://www.komogakushi.com/
洲江港まで車で10分、岩城小漕港ま
で船で5分、車で7分

県下第1号のカルシウム・ナトリウム塩化物泉。し
まなみの絶景を楽しめる湯治場として人気上昇
中。ホテルやレストランも併設されており、ゆっくり
過ごせる。
※駐車場：有（無料）

大人990円
小人648円
幼児（5歳以下）無料

★西条市丹原町来見897-1
○JR壬生川駅よりバスで40分/いよ
小松ICより車で15分

問合せ先・備考

道前渓温泉

低張性弱アルカリ性冷鉱泉。疲労回復、関節痛に
効能あり。
※駐車場：有（無料・20台、大型1台）

湯ノ浦温泉・今治市多目 10:00～21:30
的温泉保養館（クアハウ 休館日：火曜日（祝日の場合はその
ス今治）
翌日）、12/31～1/2、年2回点検休館
あり

大人（高校生以上）720円
★今治市湯ノ浦36
小人（小・中学生）410円
○JR今治駅より車で25分/今治湯ノ
幼児（3歳以上）260円
浦ICより車で3分
65歳以上の方、心身障害者及
び団体割引あり

クアハウス今治
0898-47-0606

低張性弱アルカリ性冷鉱泉。神経痛などに効能あ
り。四国初の国民保養温泉地。白砂青松の美しい
桜井海岸と波静かな瀬戸内海を眺めることができ
る健康づくり施設。館内は温泉・プール・ジムなど3
つのゾーンに分かれ家族で楽しむことができる。
※駐車場：有（無料・200台、大型バス駐車可）

湯ノ浦温泉・四季の湯ビ 10:00～23:00（札止22:30）
ア工房
土・日・祝日は6:00～23:00(札止
22:30)
休館日：木曜日（祝日は営業）
※年末年始の営業時間については
要問合せ

大人（中学生以上）470円
小人（3歳～小学生）260円
幼児（1歳～2歳）100円
乳児（0歳）無料

★今治市湯ノ浦26
○JR今治駅より車で25分/今治湯ノ
浦ICより車で3分

四季の湯ビア工房
0898-48-0300

単純弱放射能冷鉱泉。神経痛、筋肉痛、五十肩な
どに効能あり。
平成19年3月にリニューアル。温泉はもちろん、
バーベキューなど野外で楽しむ食事も充実してい
る日帰り温泉スポット。
※駐車場：有（無料・50台、大型3台）

いまばり湯ノ浦ハイツ

日帰り入浴
11:00～16:00（札止15:00）
休館日：月曜日
※2019/12/31にて閉館。

大人500円
小人300円

★今治市湯ノ浦23
○JR今治駅より車で25分/今治湯ノ
浦ICより車で3分

いまばり湯ノ浦ハイツ
0898-48-2000
http://www.yunoura-h.or.jp/

ラドンやフッ素などを含む良質な温泉として知ら
れ、NPO法人健康と温泉フォーラムによる、温泉
療法医がすすめる「名湯100選」に選ばれている。
また、良質の温泉が出る湯治場として四国で初め
て「国民保養温泉地」に指定された。神経痛、筋肉
痛、関節痛、五十肩などに効能がある。
※駐車場：有（無料・50台、大型2台）

清正乃湯

［竹庭 清正の湯］13:00～24:00
[大浴場]10:00～23:00（札止22:30）
休館日：無休

大人（中学生以上）500円
★今治市高橋甲1350-1
小人（0歳～小学生以下）250 ○JR今治駅より車で10分/今治ICよ
円
り車で3分
団体（15名～）大人のみ450円

清正乃湯
0898-34-0034

ナトリウム－塩化物温泉（低張性アルカリ性低温
泉）。
※駐車場：有(無料・300台、大型バス駐車可）

しまなみ温泉 喜助の湯 6:00～24:00（受付～23:15）
休館日：年中無休

大人一般（中学生以上）平日
650円 土日祝日700円
大人会員（中学生以上）平日
600円 土日祝日650円
小人（4歳以上小学生以下）
300円
4歳未満無料

★今治市中日吉町1-2-30
しまなみ温泉 喜助の湯
○JR今治駅よりすぐ/松山から国道 0898-22-0026
196号を今治方面へ、片上交差点を http://kisuke.com/yu-imabari/
左折し県道317号を約1km、日吉中学
校が見える交差点を左折し200m
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地下1,000mから汲み上げたナトリウム･塩化物温
泉には、ナトリウムイオン･カルシウムイオン･鉄イ
オンなど海と大地のミネラルが凝縮されている。
2017年11月、施設を拡大してリニューアルオープ
ン。
※駐車場：有（無料・142台）

温泉名・場所

営業時間・初湯情報

料金

鈍川温泉・鈍川せせらぎ 10:30～21:00（受付～20:30）
大人（中学生以上）420円
交流館
休館日：第2・4月曜日（祝日の場合は 小人（3歳以上小学生以下）
翌日以降直近の平日）、12/31、1/1 210円
3歳未満無料
65歳以上340円
障がい者210円
天然温泉 かみとくの湯 6:00～24:00（札止23:00）
大人（中学生以上）600円
休館日：年中無休

道後温泉・道後温泉本
館

道後温泉椿の湯

小人（3歳～小学生以下）350
円
高齢者（65歳以上）550円
岩盤浴（女性のみ）300円

所在地・交通手段

問合せ先・備考

低張性アルカリ性冷鉱泉のなめらかな泉質は、美
肌効果抜群で美人の湯として知られている。その
他、神経痛、関節痛、疲労回復など多くの効能が
ある。
※駐車場：有（無料・110台、大型10台）

★今治市上徳甲711-1
天然温泉かみとくの湯
○今治ICより国道196号を小松方面 0898-47-2615
へ、松木交差点を左折し道なり/今治
湯ノ浦ICより国道196号を松山方面
へ、松木交差点を右折し道なり

泉質…ナトリウム、カルシウム塩化物温泉（高張
性アルカリ性）
①温泉成分濃度が高い高張性アルカリ性の泉質
は入浴後には皮膚に微量の塩分が残るので汗冷
めしないのが特徴。冷え症をはじめ、筋肉痛、打
撲、捻挫、更には女性には美肌効果も期待でき
る。
②2011年12月5日にオープンした最新の温泉設備
の極上空間。地下1,300mから湧き出る源泉を使っ
た掛け流しの露天風呂をはじめ、テレビを見なが
ら歩ける歩行浴、大浴場、寝湯、信楽、電気、炭酸
等11種類のバラエティ豊かなお風呂がある。家族
風呂も併設している。大型サウナルーム、岩盤浴
（女性限定250円）もあり。
※駐車場：有（無料・161台）
アルカリ性単純泉。神経痛、関節痛、筋肉痛に効
能あり。日本最古の温泉。
霊の湯3階：貸タオル、浴衣、お茶、お菓子付き
（休憩所：個室）
霊の湯2階：貸タオル、浴衣、お茶、お菓子付き
（休憩所：大広間）
神の湯2階：浴衣、お茶、お菓子付き（休憩所：大
広間）
貸しタオル(みかん石けん付)60円
貸しバスタオル200円

霊の湯3階個室6:00～22:00（受付～
20:40）
霊の湯2階席6:00～22:00（受付～
21:00）
神の湯2階6:00～22:00（受付～
21:00）
神の湯1階6:00～23:00（受付～
22:30）
又新殿観覧6:00～21:30（受付～
21:00）

霊の湯3階個室 大人1,550
★松山市道後湯之町5-6
道後温泉事務所
円、小人770円
○伊予鉄道｢道後温泉駅」下車徒歩5 089-921-5141
霊の湯2階席 大人1,250円、 分/松山ICより車で20分
小人620円
神の湯2階 大人840円、小人
420円
神の湯1階 大人410円、小人
160円
又新殿観覧 大人260円、小人
130円
団体 神の湯2階 20名～2割
※12月4日は大掃除のため臨時休業 引 30名～3割引
※1月15日から保存修理工事のため
神の湯1階のみ営業（予定）
※1月15日から保存修理工事
また保存修理工事への営業形態変 のため神の湯1階のみ営業（予
更のため、1月15日以降で3日間程度 定)
臨時休業を予定
6:30～23:00（受付～22:30）
※12月5日は大掃除のため臨時休業

大人400円
小人150円

効能/ひとこと

★今治市玉川町鈍川甲218-1
鈍川せせらぎ交流館
○JR今治駅よりバスで30分(｢せせら 0898-55-4477
ぎ交流館前」下車)/今治ICより車で
20分

★松山市道後湯之町19-22
道後温泉コンソーシアム
○伊予鉄道｢道後温泉駅｣下車徒歩5 089-932-1126
分/松山ICより車で20分
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※1月15日から保存修理工事のため神の湯1階の
み営業（予定）
また保存修理工事への営業形態変更のため、1
月15日以降で3日間程度臨時休業を予定
※駐車場：有（100円/30分≪市営；本館・椿の湯
利用者は1時間割引≫民間駐車場有り）
アルカリ性単純温泉。神経痛、筋肉痛、関節痛、
冷え性等に効能あり。
※駐車場：有（30分100円≪市営；本館・椿の湯利
用者は1時間割引≫民間駐車場有り）

温泉名・場所

営業時間・初湯情報

料金

所在地・交通手段

2階特別浴室 大人1,650円、 ★松山市道後湯之町19-22
小人820円＋1組2,000円
○伊予鉄道｢道後温泉駅｣下車徒歩5
2階個室 大人1,650円、小人 分/松山ICより車で20分
820円
2階大広間 大人1,250円、小
人620円
1階浴室 大人600円、小人300
※12月5日は大掃除のため臨時休業 円
※12月26日から営業開始時刻を7:00
から6:00に1時間前倒し
6:00～23:00
無料
★松山市道後湯之町6-7
休館日：無休
○伊予鉄道｢道後温泉駅｣下車徒歩1
分

問合せ先・備考

効能/ひとこと

道後温泉別館 飛鳥乃 2階特別浴室7:00～22:00（受付～
湯泉
20:40）
2階個室7:00～22:00（受付～21:00）
2階大広間7:00～22:00（受付～
21:00）
1階浴室7:00～23:00（受付～22:30）

道後温泉コンソーシアム
089-932-1126

アルカリ性単純温泉。神経痛、筋肉痛、関節痛、
冷え性等に効能あり。
2階特別浴室（予約制）：貸バスタオル、貸タオル、
貸浴衣、貸湯帳、お茶、お菓子付き
2階個室：貸タオル、貸浴衣、お茶、お菓子付き
2階大広間：貸浴衣、お茶、お菓子付き
※駐車場：有（30分100円≪市営；本館・椿の湯利
用者は1時間割引≫民間駐車場有り）

道後放生園足湯

松山市観光･国際交流課
089-948-6556

アルカリ性単純泉。神経痛、筋肉痛、関節痛等に
効能あり。道後温泉と同じ源泉の｢かけ流し｣。
※駐車場：無

奥道後壱湯の守

11:30～21:00（受付～20:00）
休館日：無休

大人（中学生以上）1,100円
小人（3歳～小学生）550円
2歳以下無料

★松山市末町267
奥道後壱湯の守
○JR松山駅よりバスで40分/道後温 089-977-1111
泉駅より無料送迎バスで10分
http://www.okudogo.co.jp/

アルカリ性単純硫黄泉。関節痛、神経痛等に効能
あり。西日本最大級の大露店風呂。
※駐車場：有（無料・300台、大型可）

久万の台温泉

7:00～24:00（受付～23:00）
休館日：第1火曜日(祝祭日･連休の
場合は変更の可能性あり)

大人500円
小人（小学生以下）250円
回数券5,000円（11枚）

★松山市久万ノ台1218
久万の台温泉
○伊予鉄道高浜線｢衣山駅｣下車徒 089-926-2641
歩7分/伊予鉄バス運転免許センター http://www.e-hime.jp/onsen/
方面行｢久万ノ台｣下車徒歩3分/松
山ICより車で30分

低張性弱アルカリ性低温泉。神経痛、関節痛、筋
肉痛、五十肩、冷え性、動脈硬化症、高血圧に効
能あり。
※駐車場：有

星乃岡温泉・スパ星乃
岡

大浴場4:50～24:00
スパ星乃岡（家族風呂）24時間
休館日：無休

大人（中学生以上）600円
小人(4歳～小学生)150円
回数券：
大人6,000円（11枚）、30,000円
（58枚）
65歳以上5,500円(11枚)、
27,000円（58枚）
家族風呂
90分(5名迄)2,500円～
宿泊(1室2名)6,800円～

★松山市星岡1丁目3
○伊予鉄道｢福音寺駅｣下車徒歩10
分/川内ICより車で20分/松山ICより
車で15分

星乃岡温泉
089-905-0103
スパ星乃岡
089-956-1065
http://www.hoshinooka.net/

アルカリ性単純泉。疲労回復に効能あり。
※駐車場：有

星乃岡温泉 千湯館

6:00～翌深夜1:00（受付～24:20）
家族風呂は24時間
休館日：無休

大人750円
小人（4歳～小学生）200円
回数券：
大人7,500円（11枚）、22,500円
（35枚）
65歳以上7,000円（11枚）、
21,000円（35枚）
家族風呂
90分(4名迄)3,000円～
宿泊(1室2名)9,000円～

★松山市星岡1丁目2-16
○伊予鉄道｢福音寺駅｣下車徒歩10
分/川内ICより車で20分/松山ICより
車で15分

星乃岡温泉 千湯館
089-958-6700
http://www.hoshinooka.net/

アルカリ性単純泉。慢性消化器病、神経痛等に効
能あり。歩行湯、ミスト薬草サウナなど趣向を凝ら
している。
※駐車場：有

権現温泉

10:00～23:00（受付～22:30）
休館日：第4木曜日

大人600円
小人250円
回数券：
大人6,000円（11枚）、小人
2,500円（11枚）

★松山市権現町670
○JR堀江駅より車で10分/松山ICよ
り車で35分

権現温泉観光株式会社
089-978-0334
http://www.gonspa.com/

アルカリ性単純泉。神経痛、疲労回復等に効能あ
り。ジェット風呂、泡風呂、薬湯、サウナを完備。
※駐車場：有（無料・70台）
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道後さや温泉ゆらら

8:00～翌深夜1:00（受付～24:00）
休館日：無休

大人 平日600円 土日祝日
640円
小人（4歳～小学生）280円
乳児（0～3歳）無料
回数券：
大人6,000円（11枚）
大人10,000円（19枚）
家族風呂
90分（4～6名）2,700円～
宿泊（1室2名）13,600円～

★松山市高岡町125-1
道後さや温泉ゆらら
○伊予鉄バス｢富久口｣下車徒歩3
089-965-4126
分、｢高岡天神前」下車徒歩1分/JR https://onsen-yurara.jp/
松山駅より車で10分/松山ICより車で
30分

ナトリウム塩化物温泉。神経痛、筋肉痛、五十肩
等に効能あり。足湯場「ゆららおもてなしの湯」が
無料開放されている。
※駐車場：有

東道後温泉久米之癒

11:00～翌9:00（受付～翌8:00）
星之岩盤浴
11:00～翌9:00（受付～翌7:00）
休館日：無休

大人500円
小人（3歳～小学生）200円
回数券：
大人5,000円（11枚）、25,000円
（59枚）
シルバー（65歳以上）4,500円
（11枚）、22,500円（59枚）
星之岩盤浴：一般1,000円 会
員（入会金100円）800円
（女性専用（但し男女ペアは
可）90分、入浴料込）

★松山市南久米町325-1
東道後温泉久米之癒
○伊予鉄道｢久米駅｣下車徒歩5分/ 089-970-1126
市内中心部より国道11号を東温市方 http://www.kumenoyu.com/
面へ車で15分

アルカリ性単純温泉。神経痛・肩こり・関節痛に効
能あり。安政の大地震で久米の地に湧き出したと
いう肌に優しい湯が女性に評判。源泉掛け流しの
露天風呂や寝転び足湯など7種類の温泉のほか、
三玉石を使った3つの岩盤浴もあり。
※駐車場：有

シーパMAKOTO

10:00～24:00（受付～23:00）
家族風呂と宿泊のみ24時間営業
休館日：無休

★松山市北条1180
○JR伊予北条駅下車徒歩10分/伊
予鉄バス｢北条本町」下車徒歩5分

ナトリウム塩化物強塩冷鉱泉。きりきず、やけど、
慢性皮膚病、虚弱児童、慢性婦人病などに効能
あり。
海の近くに沸いたシーパの湯は、650mの地下か
ら湧き出て、なめると塩辛くミネラル分豊富な塩
湯。
低張性アルカリ性単純泉。露天風呂、サウナのほ
か歩行運動ができるリハビリ湯、流水浴アクアレ
ビュー（プロペラによる強力流水）などを完備。
※駐車場：有(無料・150台）

媛彦温泉

古川温泉・湯楽

大人 平日550円 土日祝日
600円
小人（4歳～小学生）350円
回数券：大人5,500円（11枚）、
11,000円（23枚）、4,400円（シ
ルバー）
大浴場9:00～翌7:00
大人550円
家族風呂（日帰りの湯）24時間
小人（1歳～小学生）50円
休館日：無休（年1回の施設点検日除 65歳以上500円
く）
乳児（0歳）無料
朝湯（早朝4:00～7:00）450円
9:00～24:00（受付～23:00）
大人（中学生以上）450円
休館日：無休
小人（3歳以上）200円
65歳以上400円

伊予の湯治場 喜助の 火～日曜日･祝日：5:00～翌2:00（受
湯
付～深夜1:00）
月曜日：朝10:00～翌2:00（受付～深
夜1:00）
休館日：無休
※月曜が祝日の場合は翌火曜10:00
～
（不定期で臨時休業有）

【5:00～10:00】
月～金曜：大人600円 小人（4
歳～小学生）200円
土･日･祝日：大人650円 小人
（4歳～小学生）200円
【10:00～深夜2:00】
月～金曜：大人650円 小人（4
歳～小学生）300円
土･日･祝日：大人700円 小人
（4歳～小学生）300円

シーパMAKOTO
089-993-0101
http://www.seapa.jp/

★松山市畑寺3丁目4-5
媛彦温泉
○伊予鉄道｢久米駅｣下車タクシーで 089-960-1441
5分/伊予鉄バス｢繁多寺口」下車徒 http://www.himehiko.jp/
歩20分/松山ICより車で20分
★松山市古川西2-8-9
○JR松山駅より車で15分/松山ICよ
り車で10分

古川温泉・湯楽
089-958-2323

ナトリウム塩化物温泉（弱アルカリ性）。地下
1,000mから湧き出る良質の天然温泉。大浴場、岩
風呂、サウナ、水風呂などがある。
※駐車場：有(無料）

★松山市宮田町4番地（キスケ
BOX1F）
○JR松山駅より徒歩1分/松山ICより
車で20分

伊予の湯治場 喜助の湯
089-998-3300
http://www.kisuke.com/yumatsuyama/

アルカリ性単純弱放射能泉。男湯13種類、女湯14
種類。炭酸泉のほか、アロエ、バラなど週替わりで
香りが楽しめる湯もある。
※受付に駐車券持参の必要あり
※駐車場：有（有料・1100台・喜助の湯利用者は4
時間以内無料）
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東道後のそらともり

5:00～翌1:00（受付～24:00）

大人一般1,080円 小人（4歳～ ★松山市南久米町3-1
東道後のそらともり
小学生）一般550円
○伊予鉄道｢久米駅｣下車徒歩5分/ 089-970-1026
伊予鉄バス｢日尾公園前｣下車すぐ/ http://www.soratomori.jp
川内ICより車で20分/松山ICより車で
15分

アルカリ性単純温泉。独特のヌメリがある。神経
痛・肩こり・関節痛に効能あり。
※駐車場：有（無料・250台）

たかのこの湯

5:00～翌1:00（受付～24:00）
休館日：無休

大人700円
小人（1歳～小学生）100円
65歳以上600円
朝湯の会（朝5:00～10:00）500
円
回数券：
一般7,000円（11枚）
65歳以上6,000円（11枚）
大人900円
小人（4歳～小学生）420円
65歳以上680円
家族風呂2,850円～（1時間）
平日タイムサービス有

★松山市鷹子町736-4
○伊予鉄道｢鷹ノ子駅」下車徒歩9分
/伊予鉄道｢久米駅｣下車徒歩8分/伊
予鉄バス｢鷹の子温泉前」下車徒歩1
分/松山ICより車で17分

以前同地にあった鷹ノ子温泉が、隣接するホテル
とともに復活。豊富な湯量、高温・良質な湯が自
慢。アルカリ性単純温泉。神経痛・筋肉痛・関節
痛・五十肩等に効能あり。
※駐車場：有（無料・300台）

★東温市見奈良1110
見奈良天然温泉利楽
○伊予鉄道｢見奈良駅｣より徒歩約5 089-955-1126
分/川内ICより車で約5分
http://www.spa-riraku.com/

泉質はナトリウム塩化物・炭酸水素塩温泉で、神
経痛や筋肉痛などの治癒に効果がある。
※駐車場：有(無料・2,300台）
※令和元年12月9日～12月26日までリニューアル
工事のため休館（12月27日10時から開館）

東温市ふるさと交流館さ 6:00～23:00（受付～22:30）
くらの湯
家族風呂10:00～23:00（受付～
22:00）
休館日：毎月第4水曜日

大人（中学生以上）410円
小人（4歳～小学生）260円
65歳以上・身障者310円
家族風呂2,060円（1時間5名
迄）

★東温市北方甲2081-1
東温市ふるさと交流館さくらの湯
○伊予鉄道松山市駅より車で約30分 089-960-6511
/伊予鉄バス川内線「さくらの湯」下車 http://www.city.toon.ehime.jp/
すぐ/川内ICより車で約5分

ナトリウム炭酸水素塩温泉。多彩な風呂のほか、
ウォータースライダー付きの温水プールやトレーニ
ング室なども完備。今年4月1日にオープンした｢東
温市さくらの湯観光物産センター｣では、東温市で
とれた野菜や花き類、お弁当等を販売中。
※駐車場：有（無料・140台）

とべ温泉 湯砥里館

10:00～22:00（受付～21:30）
休館日：毎月1日、20日（土・日・祝日
の場合は翌日）、1/4
※1/1は営業

大人（中学生以上）500円
小人（6歳～小学生）350円
65歳以上400円
幼児（6歳未満）無料

★伊予郡砥部町宮内1902-3
とべ温泉 湯砥里館
○松山ICより国道33号を高知方面へ 089-962-7200
車で10分
https://www.town.tobe.ehime.jp/sos
hiki/34/tobeonsen.html

ナトリウム炭酸水素塩・塩化物温泉（低張性弱ア
ルカリ性低温泉）。神経痛・筋肉痛・うちみ・痔疾・
冷え性・疲労回復に効果。超音波風呂、気泡風
呂、サウナ、水風呂の4種類のお湯を楽しめる。入
浴すると肌がすべすべになる「美人の湯」として評
判。
※駐車場：有（無料・80台）

天然の湯いよ温泉

9:00～23:00（受付～22:30）
休館日：無休
（年2回保守点検のため休みあり）

大人500円 小人250円

★伊予市灘町16-14
天然の湯いよ温泉
○JR伊予市駅より徒歩10分/伊予鉄 089-982-3018
郡中駅より徒歩5分

ナトリウム炭酸水素塩の黄金色のお湯。大浴場は
ジェットバス付き。他に水風呂・露天風呂・サウナ
がある。
※駐車場：有（無料・40台）

国民宿舎古岩屋荘

12:00～22:00（受付は21:15まで）
大人（中学生以上）400円
休館日：無休（但し点検などのため不 小学生200円
定休あり）
幼児（3歳以上）100円

★上浮穴郡久万高原町直瀬乙1636 国民宿舎古岩屋荘
○JR松山駅よりバスで1時間10分※ 0892-41-0431
要乗り継ぎ/松山ICより国道33号･県
道12号を経由し車で45分

冷泉を引いた岩風呂（単純泉）。久万高原に湧く温
泉。四国巡礼や山岳観光の疲れを癒すことができ
る。
※駐車場：有（無料・30台、大型5台）

久万高原町ふもと友愛
館

13:00～19:00
開館日：(3月～12月)土･日曜日
(1月～2月)日曜日

★上浮穴郡久万高原町直瀬甲518-2 久万高原町ふもと友愛館
○JR松山駅よりJR四国バス｢久万高 0892-31-0250
原｣下車タクシーで20分/松山ICより
国道33号・県道12号・県道210号等を
経由し車で50分

低張性アルカリ性冷鉱泉で、上直瀬地区の清流
が流れる山あいにあり、大自然を満喫できる。
※駐車場：有（無料）

見奈良天然温泉利楽
5:00～25:00
※5:00～9:00は内湯のみ
9:00～10:00は点検のため入浴不可
10:00～通常営業

大人400円
小学生200円
幼児無料
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少彦名温泉
大洲臥龍の湯

9:30～22:00（札止21:00）
大人（中学生以上）560円
休館日：第3月曜日（祝・祭日の場合 小人（6歳～小学生）200円
翌日）
家族風呂3,060円（90分）
岩盤風呂920円（45分）

★大洲市柚木388-1
大洲臥龍の湯
○大洲ICより大洲道路へ肱南ICより 0893-59-1112
車で3分

露天風呂から肱川の清流、冨士山、臥龍山荘が
一望できる癒しの野外空間を楽しめる。
※駐車場：有（無料）

小薮温泉別館

10:00～19:00
大人（中学生以上）500円
休館日：毎月第2・第4火曜日（祝日･ 小人（3歳以上）250円
繁忙期は営業）

★大洲市肱川町宇和川1433-3
○JR内子駅より車で20分/内子・五
十崎ICより車で20分

小薮温泉別館
0893-34-2007

無色透明なアルカリ性単純泉低張性アルカリ性冷
泉。神経痛、関節痛、筋肉痛等に効能あり。岩風
呂と桧風呂の2種類の浴室がある。
※駐車場：有（無料・10台、大型1台）

大洲市交流促進セン
ター 鹿野川荘

11:00～21:00（札止20:00）
休館日：無休

大人（中学生以上）550円
小人（4歳～小学生）250円

★大洲市肱川町宇和川588-1
○JR伊予大洲駅より車で30分/内
子・五十崎ICより車で20分

大洲市交流促進センター 鹿野川荘
0893-34-2000

pH10のなめらかなアルカリ性温泉で美肌効果はも
ちろん、疲労回復などの効能あり。
※駐車場：有（無料・25台、大型2台）

游の里温泉（ユートピア 10:00～21:00（受付～20:30）
宇和）
12/31～1/1(12:00～18:00（受付～
17:00））
休館日：第4月曜日（祝日の場合は営
業）

大人400円
小人（中学生以下）200円
65歳以上･障がい者300円
6歳未満無料

★西予市宇和町明間6125
游の里温泉（ユートピア宇和）
○JR卯之町駅より車で15分/西予宇 0894-67-0077
和ICより車で10分/国道56号より県道
29号、野村方面へ車で15分

伊方町健康交流施設
亀ヶ池温泉

大人一般（中学生以上）600円 ★西宇和郡伊方町二見甲1289
小人（小学生以下）300円
○JR八幡浜駅より国道197号を西方
3歳未満無料
向へ車で30分
家族風呂 2,500円/60分（会員
2,000円）
簡易宿泊施設宿泊料
1泊1室2名5,000円
足湯無料
温泉スタンド100円（100L）
岩盤浴1,300円（会員1,100円）

10:00～21:00（20:30札止め）
※年末年始は時間変更あり
休館日：毎月第4木曜日（祝日の場合
は翌日）

八幡浜黒湯温泉｢みなと 9:00～23:00（札止22:30）
湯｣
休館日：年中無休

大人（中学生以上） 600円
シルバー（65歳以上） 550円
子供（3歳以上）200円
幼児（2歳以下）無料

伊方町産業課観光商工室
0894-38-0211
亀ヶ池温泉
0894-39-1160

11:00～21:00（受付～20:30）
大人410円
休館日：第2・4火曜日（祝日の場合は 小人260円
翌日・8月は無休）

ナトリウム塩化物温泉。神経痛、筋肉痛、関節痛、
慢性消化器病などに効能あり。また、内風呂・露
天風呂・樽風呂・陶器風呂・塩サウナ・岩盤浴など
種類が豊富。
簡易宿泊施設で宿泊も可能。施設内にあるレスト
ランでは新鮮な海の幸も堪能でき、伊方町ならで
はの特産物などが販売されている。
※駐車場：有（無料・140台）

★八幡浜市北浜1丁目7番39号
八幡浜黒湯温泉｢みなと湯｣
○JR八幡浜駅より車で5分/八幡浜 0894-24-0112
港より徒歩10分/大洲ICより車で25分 http://www.yawa-minatoyu.jp/
/西予宇和ICより車で35分

泉質は低張性アルカリ性冷鉱泉。消炎作用、鎮静
作用、皮膚病、アレルギー性疾患、慢性胃腸病、
糖尿病、貧血症などに効能あり。
中・四国で初めての黒湯（モール泉）が湧出。この
黒湯は、保湿・保温効果に優れ、肌がスベスベに
なることから、「美人の湯」とも呼ばれている。
※駐車場：有（無料･37台）

★北宇和郡鬼北町大字奈良国有林 高月温泉
内 成川渓谷休養センター併設
0895-45-2516
○JR宇和島駅より車で15分/三間IC
より車で30分/道の駅森の三角ぼうし
から国道320号を宇和島方面へ車で
10分、宇和島自動車バス成川停留所
を左折し車で15分

泉質はアルカリ性単純温泉。毎日お湯を入れ替え
るので、いつもきれいでお肌に優しい温泉。疲労
回復等に効能あり。大浴場の窓から渓谷の自然
美を堪能しながら温泉にひたれるのが魅力。時に
野生の猿や鹿の姿を見かける事もある。隣接の休
養センターできじ料理を楽しむこともできる。
※駐車場：有（無料・50台）

回数券5,500円（10枚）

成川渓谷休養センター
高月温泉

地下600mから湧き出す低張性弱アルカリ性冷鉱
泉。神経痛、筋肉痛、関節痛、冷え性等に効能あ
り。
キャンプ場・ちびっ子広場などがあり家族皆で1日
中遊べる。
※駐車場：有（無料・90台）
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温泉名・場所

営業時間・初湯情報

料金

所在地・交通手段

問合せ先・備考

効能/ひとこと

森の国ぽっぽ温泉(松野 10:00～22:00（受付～21:30）
大人 520円
★北宇和郡松野町大字松丸1661-13 森の国ぽっぽ温泉
町ふれあい交流館)
休館日：毎月第2月曜日（祝日の場合 65歳以上420円
○JR松丸駅すぐ/三間ICより車で20 0895-20-5526
は翌日）
中学生320円
分
http://www.poppoonsen.com/
小学生 160円
家族風呂1,500円（1時間、30分
延長毎500円）
※お風呂の日割引あり

JR松丸駅2階にある温泉施設。滑床渓谷をモチー
フにした岩風呂や大樽風呂のほか、家族風呂や
無料開放されている足湯などがある。
※駐車場：有（無料・35台）

祓川温泉

4月～10月
10:00～20:30(札止19:30）
11月～3月
10:00～20:30(札止19:30）
休館日：毎月1日･20日、12/31～1/1

低張性アルカリ性冷鉱泉。神経痛、関節痛、筋肉
痛に効能あり。愛媛と高知の県境に位置し、緑豊
かな自然に包まれた知る人ぞ知る穴場スポット。
源泉かけ流しのトロリとした湯に浸かれば、硫黄
の効用で素肌の潤いが持続する。
※駐車場：有（無料・15台）

津島やすらぎの里

10:00～22:00（札止21:30）
大人（中学生以上）650円
休館日：第1・第3月曜日（祝日の場合 小人（小学生以下）300円
はその翌日）
65歳以上500円
身障者（中学生以上）450円
〃 （65歳以上）350円
家族風呂 60分2,100円

★宇和島市津島町高田甲830-1
津島やすらぎの里
○JR宇和島駅より車で30分/津島高 0895-20-8181
田ICより車で1分
http://www.yasuragi-egao.jp/

ナトリウム炭酸水素塩温泉。神経痛、筋肉痛、慢
性消化器病などに効能あり。石風呂の菖蒲湯、桧
風呂の白鷺風呂などがある。無料で利用できる足
湯をはじめ、温水プール・特産品販売所・レストラ
ンなどが併設されている。
※駐車場：有(無料・130台）

山出憩いの里温泉

10:00～21:00（受付～20:30）
休館日：第3月曜日

★南宇和郡愛南町緑乙4082-1
山出憩いの里温泉
○JR宇和島駅より車で約1時間20分 0895-72-6263
/津島岩松ICより車で約1時間10分
https://www.town.ainan.ehime.jp/kan
ko/sightseeing/shukuhaku/ikoinosat
o-onsen.html

低張性弱アルカリ性冷鉱泉。神経痛、関節痛、五
十肩等に効能あり。家族風呂、キャンプ場、ログハ
ウスの設備もあり家族で楽しめる。レストランで土
日祝日限定で行われるバイキングは大人気。
※駐車場：有（無料・50台、大型2台）

★南宇和郡愛南町増田5470
○JR宇和島駅より宇和島バス城辺・
宿毛方面行き約1時間10分/津島岩
松ICより車で約1時間

低張性アルカリ性冷鉱泉。神経痛に効能あり。サ
ウナ、気泡風呂などがある。レストランもあり、子ど
もが遊べる「あけぼのリフレッシュゾーン」と特産品
販売所の「フレッシュ一本松」も隣接。
※駐車場：有（無料・50台、大型5台）

大人（中学生以上）400円
小人（小学生以下）100円
65歳以上300円
家族風呂 50分1,200円

大人440円
中学生220円
小学生170円
65歳以上280円
80歳以上220円
小学生未満無料

一本松温泉 あけぼの荘 11:00～21:00（受付～20:30）
大人510円
休館日：無休（臨時休館の場合有り） 中学生360円
小学生300円
65歳以上360円
小学生未満無料
家族風呂(1時間)2,050円

★宇和島市津島町槙川203-1
○津島高田ICより車で50分
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祓川温泉
0895-36-0333

一本松温泉 あけぼの荘
0895-84-3260
https://www.town.ainan.ehime.jp/kan
ko/sightseeing/shukuhaku/akebonos
o.html

温浴施設
施設名

営業時間

上島町弓削海水温浴施 10:00～20:00（受付～19:00）
設潮湯
休館日：月曜日

料金

所在地・交通手段

問合せ先

大人520円
★越智郡上島町弓削上弓削1907-1 上島町弓削海水温浴施設潮湯
学生（中学生･高校生･専門学 ○上弓削港より徒歩3分
0897-74-0808
校生･大学生）370円
小人（3歳～小学生）・65歳以
上・身障者320円
★今治市大三島町宮浦5902
マーレ・グラッシア大三島
○JR今治駅よりバスで1時間、｢宮浦 0897-82-0100
農協」下車徒歩15分/大三島ICより車
で15分

ひとこと
海水温浴施設。檜風呂有り。水着着用のこと。海
を眺める最高のロケーション。
※駐車場：有（無料・15台）

マーレ・グラッシア大三
島

10:00～20:00(受付～19:30)
大人（中学生以上）520円
休館日：水曜日及び2月第1火～木曜 小人（小学生以下）260円
65歳以上420円
障がい者260円
3歳未満無料

ゆとりあ温泉

大衆浴場12:00～翌10:00（受付～
9:30）
岩盤浴13:00～翌3:30（受付～翌
2:00）
家族風呂24時間
休館日：無休

大衆浴場
★松山市谷町172-3
大人（12歳以上）450円
○JR松山駅より車で15分/松山ICよ
小人（3歳以上）200円
り車で30分
岩盤浴（個人は女性専用、12
歳以上、100分）
個人1,000円、家族用2,300円
家族風呂
100分2,500円（サウナ付2,700
円）

ゆとりあ温泉
089-978-6881
http://www.fuji-ko.jp/yutoria/

露天風呂やサウナ、小人専用すべり台（女風呂の
み）まであり家族で楽しめるスーパー銭湯。
※駐車場：有

天山トロン温泉

大衆浴場12:00～翌10:00
岩盤浴13:00～翌3:30（受付～翌
2:00）
家族風呂24時間
休館日：無休

大衆浴場
★松山市福音寺750
大人（12歳以上）550円
○伊予鉄道｢福音寺駅｣下車徒歩10
小人（3歳以上）250円
分/松山ICより車で20分
3歳未満無料
岩盤浴（個人は女性専用、100
分）
個人1,000円、家族2,300円（1
部屋2名まで）
家族風呂
2,500円～（サウナ付orトロン湯
2,700円）

天山トロン温泉
089-931-1126
http://www.fuji-ko.jp/toron/

トロン温泉。露天風呂は緑に包まれており、四季
折々の風景が楽しめる。
※駐車場：有

元気人村

10:00～23:00
休館日：第3水曜日

大人550円
小人（小・中・高校生）300円
シルバー（70歳以上）500円
55分コース（カギの所持時間
55分以内）450円
昼割（平日13～15時の間に入
場・入浴時間はフリー）450円
遅割（21時以降入場の場合）
400円

★伊予郡松前町北黒田912-12
元気人村
○伊予鉄道｢地蔵町駅｣下車徒歩8分 089-984-7771
/松山市駅より国道56号を伊予市方 http://genkijinmura.jp/
面へ約10km（案内看板あり）
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癒しと安らぎの海水温浴施設。新陳代謝の促進、
老廃物の排出などに効能あり。展望風呂からは、
自然豊かな台海岸と多島美のすばらしい眺望が
楽しめる。
※駐車場：有（無料・60台、大型3台）

元気人村は、 伊予灘の海辺にある、漢方薬草湯
が自慢の温浴施設。 温泉につかりながら、伊予
灘に沈む夕日を一望できる。
※駐車場：有（無料・200台）

施設名

営業時間

料金

所在地・交通手段

問合せ先

ひとこと

ウェルピア伊予
日帰り入浴
大人（中学生以上）500円
(旧愛媛厚生年金休暇セ 11:00～23:00
小人（3歳～小学生）300円
ンター)
宿泊者利用
6:30～8:00
15:00～24:00
休館日：無休（年1回程点検のための
休みあり）

★伊予市下三谷1761-1
ウェルピア伊予
○JR横田駅より徒歩20分/伊予ICよ 089-983-4500
り車で10分

低温サウナなど完備。レストラン、ロビー喫茶、宴
会をご利用の方には、500円利用毎に当日無料入
浴券をプレゼント。
※駐車場：有（無料・300台、大型10台）

花の森ホテル

日帰り入浴
大人（中学生以上）530円
7:00～22:00（受付～21:00）
小人（0歳～小学生）270円
宿泊者利用
6:00～10:00
15:00～23:00（受付22:00）
※年末年始、ゴールデンウィーク、お
盆は時間短縮営業有
休館日：年1回程点検のための休み
あり

★伊予市中山町中山11-405-2
花の森ホテル
○JR伊予中山駅より徒歩30分/伊予 089-967-1666
ICより車で20分
http://www.hananomori-h.com/

小高い丘の上にある風車が目印、自然に囲まれ
た隠れ家のようなプチホテル。春には桜や菜の花
が咲き、季節ごとに自然や花木が四季のうつろい
を感じさせてくれる。
※お食事ご利用のお客様は入浴自由。
※駐車場：有（無料･100台）

なぎさの湯

15:00～21:00（受付～20:30）
休館日：月曜日、1/1、2

大人（12歳以上70歳未満）340 ★大洲市長浜甲576
円
○国道378号沿い長浜高校前信号を
小人（6歳以上12歳未満）140 海側へ100m長浜保健センター3Ｆ
円
6歳未満60円
70歳以上260円
障害者260円

塩風呂はま湯

12:00～21:00（受付～20:30）
休館日：火曜日

大人500円
小人250円
高齢者（65歳以上）400円
障害者400円
※5歳以下無料

★西予市明浜町高山甲461
塩風呂はま湯
○西予宇和ICより国道56号を県道45 0894-69-8035
号、国道378号経由車で30分/卯之 http://www.akehama.com/
町バス営業所より車で30分

海水温浴施設。新陳代謝の促進、美肌に効能あ
り。明浜湾を一望できる展望風呂が人気。11月下
旬から12月上旬の期間限定でしか見えない茜色
の夕日は最高。
※駐車場：有（無料）

大人（中学生以上）600円
小人（４歳～小学生）400円
70歳以上・障がい者500円
家族風呂2,000円～（１時間）

★西予市城川町高野子46
○車
内子五十崎ＩＣから国道197号線で
約45分
西予宇和ＩＣから県道29号線で約40
分
バス
ＪＲ卯之町駅から宇和島バスで野
村営業所へ、野村営業所から宇和島
バスでクアテルメ宝泉坊前下車。

約17度の冷泉で、宝泉坊温泉として知られてい
る。
効能は、神経痛、筋肉痛、関節痛、五十肩、運動
麻痺、関節のこわばり、打ち身、くじき、慢性消化
器病、痔疾、冷え性、病後回復期、疲労回復、健
康増進、美肌など
※駐車場：有（約70台）無料

大人500円
小中学生300円
65歳以上400円
小学生未満無料
障害者手帳お持ちの方300円

★南宇和郡愛南町須ノ川286
ゆらり内海
○JR宇和島駅前より宇和島バスで約 0895-85-1155
1時間、｢須ノ川」下車すぐ/津島岩松 http://yurariuchiumi.com/
ICより車で約20分

※令和２年１月１３日で営業終了
４月下旬より新施設開業予定

クアテルメ宝泉坊

ゆらり内海

10:00～22:00（受付～21:00）
休館日：火曜日

11:00～22:00（受付～21:30）
休館日：毎週水曜日
※浴場メンテナンスにより臨時休館
あり
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なぎさの湯
0893-52-3064
大洲市長浜支所
0893-52-1111

クアテルメ宝泉坊
電話番号：0894-83-0200
ホームページアドレス：
http://www.shirokawa.jp

淡水風呂と潮風呂の2種類あり、海を眺めながら
入浴できる。潮湯は、健康増進と疲労回復によい
と言われている。
※駐車場：有（無料）

宇和海の海水を使った潮風呂は体がぽかぽか温
まると好評。レストランではヒオウギ貝や媛っこ地
鶏など、新鮮食材を使った料理を提供。お土産品
なども多数販売しており、特に手作りアイスクリー
ムは美味しいと評判。２階休憩室からは美しい宇
和海の海とウバメガシの森が見える。
※駐車場：有（無料・30台）

初日の出
場所

所在地・交通手段

問合せ先

ひとこと

翠波高原

★四国中央市金砂町平野山乙306-1
四国中央市観光交通課
○三島川之江ICより国道11号バイパス経由国道 0896-28-6187
319号を富郷方面へ。約10kmで翠波高原登り口。
約3kmで到着。

翠波高原売店前に6:30に集合。全員で翠波峰まで徒歩にて20
分登頂し初日の出を拝む。四国中央市嶺南支所･公民館の駐
車場では、地元ボランティアによりあつあつの豚汁とぜんざい
が参加者に振舞われる。
※荒天時中止（振舞いは雨天決行）
※駐車場：有（無料・200台）

石鎚山

★西条市西之川下谷甲
○いよ小松ICより国道11号･県道142号･県道12号
経由し車で40分/いよ西条ICより国道11号･県道
142号･県道12号経由し車で50分

西日本最高峰の山頂から見る初日の出は美しい。行かれる際
は冬山装備で。
※駐車場：有（「京屋旅館」500台・700円～/日）

積善山 展望台

★越智郡上島町岩城積善山
上島町岩城総合支所
○（今治方面）生口島南ICより洲江港まで車で10 0897-75-2500
分、（尾道方面）生口島北ICより洲江港まで車で3 https://www.town.kamijima.lg.jp/
分、小漕港まで船で5分、車で15分

上島町岩城島の中央に位置する積善山は標高が高く、展望台
から360度のパノラマ景色を楽しむことができる。遠くは石鎚山
脈から瀬戸大橋まで見渡せ、初日の出を見る為に多くの若者
が登ってくる。
※駐車場：有（無料 山頂・5台程度、山頂西側・10台程度）

インランド・シー･リゾート フェスパ

★越智郡上島町弓削日比287
○弓削港より徒歩15分

弓削島は弓削諸島の東に位置し、近くに大きな島が無いため、
美しい日の出を眺めることができる。
※駐車場：有（無料）

生名島 立石山

★越智郡上島町生名
上島町生名総合支所
○立石港（生名島）より徒歩5分、山頂まで徒歩20 0897-76-3000
分
https://www.town.kamijima.lg.jp/

毎年1/1新春走り初め大会が開催され、立石山山頂から昇る
初日の出を眺めることができる。
※駐車場：無

魚島 桜田海岸

★越智郡上島町魚島
○魚島港より徒歩で15分

上島町魚島総合支所
0897-78-0011
https://www.town.kamijima.lg.jp/

桜田海岸から見える初日の出は絶景。

鷲ヶ頭山

★今治市大三島町宮浦
○大三島ICより車で20分

重点｢道の駅｣しまなみの駅御島
0897-82-0002
今治市大三島支所住民サービス課
0897-82-0500

山頂からは、日の出によって姿を現す瀬戸内海の多島美を眺
める事が出来る。
※駐車場：有（山頂・10台程度）

宮窪カレイ山展望公園

★今治市宮窪町宮窪
○大島北ICより車で10分

今治市宮窪観光案内所
0897-74-1074

村上海賊の面影を残した展望台を設置。「四国のみずべ88ヶ
所」に選出された宮窪瀬戸の景観は海道有数の展望スポット。
また、伯方・大島大橋、大三島橋を一望できる。
※駐車場：有（無料・30台）

亀老山展望公園

★今治市吉海町南浦
○大島南ICより車で15分

今治市吉海支所住民サービス課
0897-84-2111

来島海峡大橋が一望できる360度パノラマ展望台。大晦日は一
晩中、来島海峡大橋がライトアップされ初日の出とともに楽し
める。
※駐車場：有（無料）

石鎚登山ロープウェイ㈱総合案内所
0897-59-0331
積雪情報
0897-59-0101

インランド・シー･リゾート フェスパ
0897-77-2200
http://www.fespa-kamijima.com/
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場所

所在地・交通手段

問合せ先
来島海峡展望館
0898-41-5002

ひとこと

糸山公園

★今治市小浦町2丁目
○今治北ICより車で5分

ナガタニ展望台

★今治市関前岡村乙27番地1
今治市関前支所住民サービス課
○岡村港より県道大下白潟線（177号）を呉市方 0897-88-2111
面へ約500m行き、農道を700m上がる（途中、三叉
路を左へ、次の三叉路を右へ）/安芸灘大橋より
岡村港方面へ車で約40分、岡村島にて壁画のと
ころを農道700m上がる（途中、三叉路を左へ、次
の三叉路を右へ）

瀬戸内しまなみ海道をバックに来島海峡大橋を携え、関前灘
の航海船を見ながら朝陽が照らす。雄大な年の初めを感じさ
せる。
※駐車場：有（無料・5台）

松山城

★松山市大街道3丁目2-46（松山城ロープウェイ 松山城総合事務所
駅舎）
089-921-4873
○JR松山駅より市内電車大街道電停下車、大街
道電停から徒歩5分でロープウェイ乗り場
★松山市丸之内（松山城山頂広場）
○大街道電停から徒歩5分でロープウェイ乗り場、
ロープウェイ3分、下車後徒歩10分

城山山頂の広場から、初日の出を見ることができる。
ロープウェイは1月1日のみ早朝6:00から運行しており、1日以
外は平常8:30からの運行。
天守営業時間：9:00～16:30（12月･1月は天守入場受付～
16:00）
1日9:00から登城太鼓による天守の開き初め、その他各種イベ
ントを3日まで開催。
※駐車場：有（喜与町駐車場（ロープウェイの営業時間に準ず
る）、2時間410円 以降30分100円）

谷上山第2展望台

★伊予市上吾川
伊予市都市住宅課
○伊予ICより車で15分・国道56号米湊交差点を南 089-909-6360
へ車で10分
伊予市観光協会
089-994-5852

皿ヶ峰連峰県立自然公園の一部をなし、春の桜、新緑の初
夏、秋の紅葉、鴨の飛来する冬と全山が四季おのおのの趣で
見る人を楽しませてくれる。また、展望台からは、松山平野・瀬
戸内海が一望できる。皿ヶ峰連峰から昇る朝日は絶景！春に
は谷上山さくらまつりが開催され、 催しもあり楽しい春の一日
を満喫できる。
※駐車場：有（無料・30台）
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箱庭のような来島海峡と点在する島々の自然美、そして来島
海峡大橋の人工美を染める日の出は見もの。
※駐車場：有（無料・90台）

初詣
神社名

所在地・交通手段

問合せ先
三島神社
0896-23-3626

人出予想

ひとこと

三島神社

★四国中央市三島中央1丁目
○JR伊予三島駅より北へ徒歩10分/三島川之江
ICより三島方面へ車で10分

未調査

元旦0:00～いわくら太鼓による初打ち演奏予定。
※駐車場：無

伊曽乃神社

★西条市中野甲1649番地
伊曽乃神社
○JR伊予西条駅より約3km/国道11号バス停｢東 0897-55-2142
光｣下車700m、国道194号伊曽乃前下車500m
http://www.isonojinja.or.jp/

約4万人

例大祭は西条まつりとも呼ばれ約80台のだんじり、みこ
しが勢揃いして巡幸するさまは壮観。
※駐車場：有（無料）

石鎚神社・本社

★西条市西田甲797
○いよ小松ICより車で15分

石鎚神社・本社
0897-55-4044

約6万8千人

1月1日0:00～報鼓。新年の訪れを伝える大太鼓の打
鼓。御神像拝戴、石鎚神社のみの特殊神事。0:00～3:00
（祭典終了後）、縁起の小豆粥の振る舞い（無料・無くな
り次第終了）
※駐車場：有（無料・350台）

石鎚神社・成就社

★西条市小松町石鎚字上黒河422
○いよ小松ICより車で30分、石鎚登山ロープウェ
イ下車徒歩15分

石鎚神社・成就社
0897-59-0106

岩城八幡神社

★越智郡上島町岩城
○岩城港より徒歩5分

300人

清和天皇六代の孫、伊予守源頼義公伊予国を領地し給
うとき、当国へ七社建立あり、その一社なりと岩城八幡
神社所蔵の沿革史により伝わっていて、毎年多くの初詣
でにぎわっている。
※駐車場：無

弓削神社

★越智郡上島町弓削
○弓削港より徒歩15分

未調査

道鏡伝説が残る弓削神社は燧灘に面した浜都湾の法
王ヶ浜に建っている。本堂には見事な彫刻が施されてい
る。神社創建の年代は定かではないが、応長元年（1311
年）の記録にある濱戸宮の名が記されており、その前身
であると考えられている。毎年多くの参拝者でにぎわう。
※駐車場：無

大山祇神社

★今治市大三島町宮浦3327
○大三島ICより車で10分/JR今治駅よりバスで1
時間(｢大山祇神社前」下車)

未調査

樹齢2,600年を超える大楠を主体に、境内には多くの楠
群が広がり静寂な雰囲気を漂わせている。
※駐車場：無（最寄：藤公園駐車場50台）

吹揚神社

★今治市通町3丁目
吹揚神社社務所
○今治港より徒歩10分/JR今治駅よりバスで10分 0898-22-0369
(｢今治城前」下車)

未調査

今治城の敷地内にある神社。
平成19年9月に鉄御門が130年の月日を越えて復元。
※駐車場：有（今治城駐車場：第一駐車場普通車・軽自
動車1時間100円（56台）、第二駐車場バス2時間500円・
以降1時間250円（10台））

約6千人

大山祇神社
0897-82-0032
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1月1日5:00元旦祭。参拝者先着500名、初詣記念品贈
呈。御神像拝載、石鎚神社のみの特殊神事。
※駐車場：有（有料・300台）

人出予想

ひとこと

伊豫豆比古命神社（椿神社）

神社名

★松山市居相2丁目2-1
伊豫豆比古命神社
○市内中心部より国道33号を高知方面へ、県道 089-956-0321
190号との交差点を右折後直進/伊予鉄バス砥部
線｢椿前｣下車徒歩10分/伊予鉄バスはなみずき
線｢古川北3丁目｣下車徒歩10分

約15万人

御鎮座（御創建）二千余年の古くより尊称・敬称も親しく
「椿さん」「お椿さん」とも慕われ縁起開運・商売繁昌の神
様として崇敬を寄せられている神社。
※駐車場：有（無料・約200台）

愛媛縣護國神社

★松山市御幸1丁目476
○JR松山駅より市内電車環状線で｢赤十字病院
前｣下車徒歩10分

愛媛縣護國神社
089-925-2353

約18万人

護国の英霊や愛媛の産業文化に功績のあった人を祀っ
た神社。市内で最も多くの人が参拝に訪れる。
※駐車場：有（無料 8:30～16:30）

伊佐爾波神社

★松山市桜谷町173
○伊予鉄道｢道後温泉駅｣下車徒歩5分

伊佐爾波神社
089-947-7447

未調査

神殿は国の重要文化財に指定され文化遺産となってい
る。
※駐車場：有（無料・60台）

石手寺

★松山市石手2丁目9-21
石手寺
○伊予鉄バス奥道後行き｢石手寺前」下車徒歩す 089-977-0870
ぐ

約10万人

国宝の仁王門など重要文化財が数多く点在する。
※駐車場：有（有料）

八幡神社

★大洲市阿蔵甲1843
八幡神社
○大洲ICより国道56号を宇和島方面へ車で15分 0893-23-4184

約3万人

毎年11月2日に大名行列「お成り」も行われる。
※駐車場：有（無料）

大洲神社

★大洲市大洲417-16
大洲神社
○大洲ICより国道56号を宇和島方面へ車で15分 0893-24-3683

約3万人

1月9日～1月11日まで開運・家内安全・商業繁栄等を祈
願するえびすまつりも行われる。
※駐車場：有（無料）

金山出石寺

★大洲市豊茂乙1
○大洲ICより車で50分

金山出石寺
0893-57-0011

約2万人

真言宗御室派の別格本山で養老2年（718年）6月17日に
開創された。藤堂高虎が奉納したと伝えられる銅鐘は国
指定の重要文化財、木造釈迦如来座像は県指定文化
財である。
※駐車場：有（無料）

弓滝神社

★北宇和郡鬼北町大字国遠1005
○JR近永駅より徒歩8分

弓滝神社
0895-45-0755

約1千人

※駐車場：無

和霊神社

★宇和島市和霊町
○宇和島朝日ICより車で5分

和霊神社
0895-22-0197

7万人

所在地・交通手段

問合せ先

71

石造りでは日本一の大きさといわれる大鳥居が空に向
かって聳え立っている。
※駐車場：有（無料・普通車15台、観光バス4台）

星空スポット・プラネタリウム
施設名

時間

料金

所在地・交通手段

問合せ先

愛媛県総合科学博物館
プラネタリウム特別投影「星空Party
Night」

12/21～22 14:00～/19:00～

料金：高校生以上 520円
小中学生・65歳以上 270円

★新居浜市大生院2133-2
愛媛県総合科学博物館
○いよ西条ICより車で5分/JR伊予西 0897-40-4100
条駅または新居浜駅よりせとうちバ https://www.i-kahaku.jp/
ス「総合科学博物館」まで20分

愛媛県総合科学博物館
プラネタリウム特別投影「カハクンと
行く!宇宙ツアー～サザンクロスと星
巡り～」

1/2～3 13：30～

料金：高校生以上 520円
小中学生・65歳以上 270円

★新居浜市大生院2133-2
愛媛県総合科学博物館
○いよ西条ICより車で5分/JR伊予西 0897-40-4100
条駅または新居浜駅よりせとうちバ https://www.i-kahaku.jp/
ス「総合科学博物館」まで20分

石鎚ピクニック園地
「石鎚山スターナイトツアー」

12/21、12/28

大人（中学生以上）3500円
小人（小学生）2500円
幼児（4～6歳）1000円

松山市総合コミュニティセンター

コスモシアター
大人400円
投影時間：要確認
小人（4歳～中学生）200円
休館日：月曜日（7/21～8/31と祝日
の場合は開館）、年末年始（12/29～
1/3）
※点検期間等の臨時休業有り

久万高原天体観測館プラネタリウム・ 12/1～3/31
天文台
【プラネタリウム（定員40名）】
平日：13:30、15:00
土・日・祝日：11:00、13:30、15:00
休館日：月曜日、祝日の翌日、年末
年始
【天文台（要予約）】
毎週火・木・土曜日：19:00、20:00

特色
「パーティ」をテーマとし、「宵空に乾
杯！」「惑星たちのダンス」「冬空の宝
石」「星空の出逢い」の4部構成で星
空や宇宙について生解説で投影しま
す。
定員：各回300名
場所：プラネタリウム棟
料金：高校生以上 520円/小中学
生・65歳以上 270円
※駐車場 有 （無料・320台、大型８
台）

今夜の星空、南半球の星座、惑星・
宇宙の3カテゴリについて、観光会社
の団体旅行のような雰囲気でお話し
ます。
場所：プラネタリウム棟
定員：各日300名
※駐車場 有 （無料・320台、大型８
台）
★西条市成就
石鎚登山ロープウェイ㈱
足元の白銀、頭上の銀天、普段見る
○松山市内より(伊予小松IC下車)約 0897-59-0331
ことのできない天然のプラネタリウム
1時間30分／高松市内より(伊予西条 http://www.ishizuchi.com/nigh をお楽しみください。
IC下車)約2時間／高知市内より(伊 ttour/
※駐車場：有（「京屋旅館」500台・700
予西条IC下車)約2時間30分／高知
円～/日）
市内より(寒風山トンネル通過)約2時
間30分／徳島市内より(伊予西条IC
下車)約2時間30分
★松山市湊町7丁目5番地
○伊予鉄道郡中線｢土橋駅｣下車徒
歩10分、高浜線｢大手町駅」下車徒
歩7分/伊予鉄バス｢松山コミュニティ
センター前」下車すぐ

大人500円
高・大学生400円
幼児・小中学生300円

松山市総合コミュニティセン
ター
こども館・コスモシアター
089-943-8228

★上浮穴郡久万高原町下畑野川乙 久万高原天体観測館
488
0892-41-0110
○松山ICより国道33号、県道12号経
由、国民宿舎古岩屋荘方面へ車で45
分
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幼児から大人の方まで、できるだけ
星を身近に感じていただけるよういろ
いろな番組を投影している。松山の
中心部で美しい星を楽しむ事が出来
る。
※駐車場：有（平日100円/90分、土
日祝日100円/60分）
※西駐車場に限り1回上限500円
久万高原町の木を使ったお城「星天
城」の中にプラネタリウムがあり、季
節の星座の生解説がある。また天文
台には60cmの反射望遠鏡があり集
光力は肉眼の7,000倍、約16等星ま
で見える。
※駐車場：有

施設名

料金

時間

所在地・交通手段

大早津海水浴場

通年

無料

西予市三瓶文化会館

毎月第4土曜日 10:00～
無料（プラネタリウムの場合のみ）
（行事により休止の場合有）
10名以上の団体であれば、事前申請
により定期投影以外の日程でも特別
投影が可能

問合せ先

★西予市明浜町高山
西予市明浜支所産業建設課
○西予宇和ICより明浜方面へ車で30 0894-64-1287
分
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★西予市三瓶町朝立1-337-13
○JR八幡浜駅・卯之町駅より車で20
分/西予宇和ICより国道56号経由車
で20分/大洲ICより宇和経由、八幡浜
経由ともに車で40分

特色
南予随一の海水浴場で約300ｍの砂
浜が広がる。波の音を聞きながら見
る星空は格別。海には無数の船灯が
見えることも。
※駐車場：有(無料）

西予市三瓶文化会館
子どもも楽しめる内容になっている。
0894-33-2470
定員40名。
https://www.city.seiyo.ehime.j ※駐車場：有(無料）
p

ウィンタースポーツ
料金

所在地・交通手段

石鎚スキー場

施設名

12/21～3/10（予定）

期間

平日：9:00～16:30
土・日・祝日及び12/30
～1/3：8:30～16:30
ナイター営業なし

共通1日券(ロープウェイ･リフト共
通）：大人4,000円 小人2,500円
共通午前券･午後券(ロープウェイ･リ
フト共通）大人3,500円 小人2,000円
スキーフルセット、ボードフルセット：
大人6,000円 小人4,000円

★西条市西之川下谷甲81
○いよ小松ICより国道11号･県道142
号･県道12号経由し車で40分/いよ西
条ICより国道11号･県道142号･県道
12号経由し車で50分

石鎚登山ロープウェイ㈱総合
案内
0897-59-0331
積雪情報
0897-59-0101

チェーンなしで登れることが多いため
初心者でもアクセスが容易。標高が
高いため雪質もよく、絶景が楽しめ
る。また、12月下旬には「スノーカー
ニバルin石鎚」が開催される。
※駐車場：有（石鎚ロープウェイ向か
い「京屋旅館」500台・700円/日)

イヨテツスポーツセン
ター
アイススケート

10/5～5/6
期間中無休

10:00～20:00

大人1,550円 学生1,450円 中学
1,250円 小人1,050円
レディース（高校生以上）1,050円（水・
金曜日のみ）
貸靴250円
ナイター（17:00～20:00、1/1～1/5は
ナイター料金なし）・靴付
大人1,300円
親子（中学生以下）ペア1,700円/2人
男女ペア1,900円/2人
3人以上1,100円/1人
団体特典有（15名以上）
観覧300円

★松山市三町3-9-1
○伊予鉄道｢福音寺駅｣下車徒歩10
分/伊予鉄バス川内線｢イヨテツス
ポーツセンター前」下車すぐ/松山IC
より車で15分/川内ICより車で20分

イヨテツスポーツセンター
089-975-0031
http://www.iyotetsu.co.jp/fudo
san/sports

県内唯一のアイススケート場として、
IIHF公認のメインリンク（61m×28m）
とサブリンク（25m×8m）の2つのス
ケートリンクを完備。
※駐車場：有（無料・100 台)

久万スキーランド

12月中旬～3/10（予定） 9:00～22:00
土曜日のみ：9:00～
24:00
※年末年始は変更あり

入場券：大人1,200円、中高生1,000
円、3歳以上小学生以下700円
リフト1回券：300円、回数券：高校生
以上3,300円、中学生以下2,100円
4時間券：高校生以上3,900円、中学
生以下2,400円
6時間券：高校生以上4,400円、中学
生以下2,700円
8時間券：高校生以上4,900円、中学
生以下3,000円
ナイター2時間券(17時以降)：高校生
以上3,300円、中学生以下2,100円
※リフト券保証金500円（リフト券返却
時に保証金返金）を含む

★上浮穴郡久万高原町東明神乙
754-60
○松山ICより国道33号を高知方面へ
車で25分、東明神交差点を左折、｢六
部堂」バス停前を右折し10分

久万スキーランド
0892-21-0100
テレフォンサービス
0892-21-2000
http://www.kumax.co.jp

松山市内から近く毎日ナイター営業
なので、お仕事が終わってからでも
十分に滑走を楽しめる。CSSスノーマ
シーンにより安定した積雪をキープし
ており、各種スクールもあるので、初
めての方にもオススメ。
※駐車場：有（無料）

SOL-FA・オダスキーゲ 12月下旬～3月中・下旬 リフト運行時間：8:30～
レンデ
（予定）
17:00
※積雪状況により変更 食堂営業時間：9：00～
になる場合あり
17:00（L.O.16:00）

【リフト料金】
1回券：210円
キッズパーク（大人小人）700円
大人1日券：4,200円
午前券・午後券：3,200円
子供1日券(中学生以下)：2,800円
シニア1日券(55歳以上)：3,200円
レディース1日券：3,200円（平日のみ）

★喜多郡内子町中川小田深山
ソルファ・オダスキーゲレンデ
○松山ICより車で約1時間30分/大洲 0892-52-3232
ICより車で約1時間10分
http://www.sol-fa.com/
※厳冬期は県道入口付近からチェー
ン必要

時間
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問合せ先

特色

四国最長となる全長1200mの超ロン
グコース、広く緩やかなファミリーコー
ス、さらに、専用のスノーボードコース
が設けられ、初心者から上級者まで
幅広い層のスキーヤー、スノーボー
ダーが楽しめるスキー場。
※駐車場：有（普通・軽自動車）1,000
円

冬でも楽しめるインドア施設・レジャー施設
施設名

時間

料金

所在地・交通手段

愛媛県総合科学博物館

開館時間 9:00～17：30（12/21～22
は9：00～21：00）
休館日：月曜日（祝日、第一月曜日は
開館、翌平日休館）、12/29～1/1

【常設展示観覧料】大人（高校生以
上）520円、65歳以上270円、小中学
生無料
【プラネタリウム】大人（高校生以上）
520円、65歳以上・小中学生270円

鉄道歴史パークinSAIJO

9:00～18:00（最終入館17:30）
休館日：水曜日（四国鉄道文化館北
館･南館、十河信二記念館）
※12/31、1/1休館。新年1/2から会
館
※水曜が祝日の場合は、翌日休館
※観光交流センターは無休

（四国鉄道文化館北館･南館共通券） ★西条市大町798-1
大人300円
○JR伊予西条駅下車すぐ
小中学生100円
小学生未満無料
（十河信二記念館・観光交流セン
ター）
無料

問合せ先

★新居浜市大生院2133-2
愛媛県総合科学博物館
○いよ西条ICより車で5分/JR伊予西 0897-40-4100
条駅または新居浜駅よりせとうちバス https://www.i-kahaku.jp/
「総合科学博物館」まで20分

ひとこと
自然館・科学技術館・産業館と充実した常設展
示や、世界最大級のドームを持つプラネタリウ
ムなど、天候に関係なく1日たっぷりと楽しめ
る。
※駐車場 有 （無料・320台、大型８台）

四国鉄道文化館北館
0897-52-1449
四国鉄道文化館南館
0897-52-1303
十河信二記念館
0897-47-3855
観光交流センター
0897-56-2605

「四国鉄道文化館北館」｢四国鉄道文化館南
館｣「十河信二記念館」「観光交流センター」の4
施設からなる西条市の観光･交流エリア。四国
鉄道文化館は、初代新幹線｢0系｣をはじめ、準
鉄道記念物指定の機関車｢DF50｣1号機やＳＬ｢
C57｣44号機など実物車両6両を展示する四国
初の本格的な鉄道博物館。
新幹線生みの親と呼ばれる第4代国鉄総裁十
河信二氏の功績を紹介する十河信二記念館、
西条市の観光案内や特産品販売を行う観光
交流センターが隣接する。
※駐車場：有（無料）

年間パスポート
大人（高校生以上）1000円
小中学生300円

いきなスポレク公園温水プール

温水プール
13:00～19:00（受付～18:15）
休館日：火曜日

大人（18歳以上）450円
高校生250円
幼児・小中学生・障害者200円
65歳以上270円
回数券、定期券等あり

★越智郡上島町生名4528
○因島長崎桟橋よりフェリーで3分、
生名港から送迎車で8分

いきなスポレク公園
089７-74-0906
http://www.sporec.jp/

いきなスポレク公園はスポーツ合宿を指向した
野球場、アリーナ、温水プール等の総合施設。
温水プールは年中泳ぐことができる。
※駐車場：有

タオル美術館

●9:30～19:30
※年末年始は18:00までの営業
●休館日（1/14～1/23）

ギャラリーのみ有料
大人800円
中高生600円
小学生400円
※小学生未満は無料
※15名から団体割引
※身体障がい者・高齢者（65歳以上）
の方は証書・手帳を提示の上、割引

★今治市朝倉上甲2930
○東予丹原ICより車で10分/今治IC
より車で20分/松山市街より国道317
号経由車で1時間/今治駅からタク
シーで25分

タオル美術館
0898-56-1515
http://www.towelmuseum.com
/

瀬戸内海国立公園笠松山の麓にいだかれた
朝倉の地に、世界にさきがけてタオルライフを
提案する新しいスポット。
四季を通じていろいろな表情をみせる庭園に、
こだわりのグルメを加えて、ゆとりとくつろぎの
時間を過ごすことができる。
※駐車場：有（無料・250台、大型バス駐車可）
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施設名
愛媛県美術館

時間

料金

9:40～18:00（入館～17:30）
休館日：月曜日（月曜日が祝日及び
振替休日の場合は翌日）
ただし、毎月第1月曜日は開館、翌火
曜日が休館
12/29～1/3

コレクション展
大人310円（250円）
大高生20０円（160円）
※（）内は20名以上の団体料金
小中学生、高齢者（65歳以上・年齢の
分かるもの必要）、療育手帳･身体障
害者手帳･精神障害者保健福祉手帳
をお持ちの方とその介護者は無料。
※企画展は別途料金が必要

所在地・交通手段

問合せ先

★松山市堀之内
愛媛県美術館
○JR松山駅より市内電車(道後温泉 089-932-0010
または市駅前行き)で｢南堀端｣（愛媛 http://www.ehime-art.jp/
県美術館前）下車徒歩1分/松山観光
港よりリムジンバスで30分、｢松山市
駅」下車徒歩5分/松山空港より車で
15分
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ひとこと
●企画展「高野山金剛峯寺 襖絵完成記念
千住博展」
日本画家・千住博が、高野山金剛峯寺に奉納
するために制作した襖絵を特別公開するととも
に、これまでの画業を振り返る。
会期：11/16～1/19 ※1/2、3は開館
●企画展「没後20年 畦地梅太郎 山のなか、
本のなか」
本県宇和島市出身の版画家・畦地梅太郎の
没後20年を記念し、当館コレクションを中心に
その画業を回顧する。
会期：2/1～3/29
●コレクション特別展「松山藩御用絵師列伝」
会期：11/23～1/13
●コレクション展
「吉田勝彦の銅版画Ⅱ 小さな風景―新収蔵
品を中心に」「武智光春コレクション 冬の風
物」「西洋美術：フランスの作家」
会期：11/23～1/13
●コレクション展
「花鳥画―仮想の楽園」「南予の版画家たち」
「愛媛の道―絵画でつなぐ風景」「武智光春コ
レクション 福田平八郎 春の風物」「西洋美
術：イタリアの作家」
会期：1/18～4/26
◆連続講座「糸からランプシェードづくり～」
日時：1/16、2/2 13：30～15:00
対象：小学生以上(10名)
材料費：500円程度 ※美術館までお申込みく
ださい。
◆連続講座「畦地の山と、畦地の本」
日時：3/7、28 各14時～15時
対象：一般(30名) ※申込不要

施設名
愛媛県美術館

時間

料金

9:40～18:00（入館～17:30）
休館日：月曜日（月曜日が祝日及び
振替休日の場合は翌日）
ただし、毎月第1月曜日は開館、翌火
曜日が休館
12/29～1/3

コレクション展
大人310円（250円）
大高生20０円（160円）
※（）内は20名以上の団体料金
小中学生、高齢者（65歳以上・年齢の
分かるもの必要）、療育手帳･身体障
害者手帳･精神障害者保健福祉手帳
をお持ちの方とその介護者は無料。
※企画展は別途料金が必要

所在地・交通手段

問合せ先

★松山市堀之内
愛媛県美術館
○JR松山駅より市内電車(道後温泉 089-932-0010
または市駅前行き)で｢南堀端｣（愛媛 http://www.ehime-art.jp/
県美術館前）下車徒歩1分/松山観光
港よりリムジンバスで30分、｢松山市
駅」下車徒歩5分/松山空港より車で
15分
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ひとこと
●企画展「高野山金剛峯寺 襖絵完成記念
千住博展」
日本画家・千住博が、高野山金剛峯寺に奉納
するために制作した襖絵を特別公開するととも
に、これまでの画業を振り返る。
会期：11/16～1/19 ※1/2、3は開館
●企画展「没後20年 畦地梅太郎 山のなか、
本のなか」
本県宇和島市出身の版画家・畦地梅太郎の
没後20年を記念し、当館コレクションを中心に
その画業を回顧する。
会期：2/1～3/29
●コレクション特別展「松山藩御用絵師列伝」
会期：11/23～1/13
●コレクション展
「吉田勝彦の銅版画Ⅱ 小さな風景―新収蔵
品を中心に」「武智光春コレクション 冬の風
物」「西洋美術：フランスの作家」
会期：11/23～1/13
●コレクション展
「花鳥画―仮想の楽園」「南予の版画家たち」
「愛媛の道―絵画でつなぐ風景」「武智光春コ
レクション 福田平八郎 春の風物」「西洋美
術：イタリアの作家」
会期：1/18～4/26
◆連続講座「糸からランプシェードづくり～」
日時：1/16、2/2 13：30～15:00
対象：小学生以上(10名)
材料費：500円程度 ※美術館までお申込みく
ださい。
◆連続講座「畦地の山と、畦地の本」
日時：3/7、28 各14時～15時
対象：一般(30名) ※申込不要

施設名

時間

料金

所在地・交通手段

問合せ先

ひとこと
◆一日講座「白で描こう」
日時：12/1 各13時30分～16時
対象：小学生以上(各12名)
材料費：500円程度 ※美術館までお申込みく
ださい。
◆一日講座「ウォールデコに挑戦！」
日時：12/15、2/16 各13時30分～15時30分
対象：小学4年生以上(各15名)
材料費：各200円程度
※両日同じ内容です。美術館までお申込みく
ださい。
◆一日講座「白紙クルクルを飛ばそう」
日時：1/13 各13時30分～14時30分
対象：どなたでも参加できます。
◆一日講座「たんけん・はっけん・畦地梅太郎
展」
日時：3/1、8、15、22、29 各10時30分～15時
対象：どなたでも参加できます。
※申込不要、要観覧券
※駐車場：有･無料（県庁西駐車場 2時間ま
で）
※駐車台数に限りがあるため、できるだけ公
共交通機関等を利用

えひめこどもの城

9:00～17:00（夜間イベント開催時は 入場料：無料
21:00まで）
定休日：水曜日（祝日の場合はその
翌日）、年末年始（12/29～1/1）
※冬休み期間中は無休（年末年始を
除く）

★松山市西野町乙108-1
えひめこどもの城
○松山市駅より伊予鉄バスえひめこ 089-963-3300
どもの城行き｢えひめこどもの城｣下 https://www.i-kodomo.jp/
車/松山ICより国道33号を高知方面
へ車で15分/川内ICより県道23号(伊
予川内線)経由で車で20分/松山市中
心部より車で30分

園内には｢あいあい児童館｣、｢創作工房｣、｢え
ひめエコ･ハウス｣という3つの屋内施設があ
る。｢あいあい児童館｣内には、幼児コーナーや
屋内遊具、多目的ホール、音楽室など無料で
自由に遊べる場所が多く、また幼児向けのプ
ログラムや体験プログラム、各種イベントなど
も併せて実施している。｢創作工房｣では、木工
や陶芸の制作ができたり、｢えひめエコ･ハウ
ス｣では、様々な体験を通して、エコロジーにつ
いて学ぶことができる。
※駐車場：有（普通車300円/回、大型810円/
回・松山側395台(うち大型10台)、砥部側105台
(普通車のみ)）
※大型車は松山側駐車場のみ駐車可。園内
は車両の通り抜け不可

坂の上の雲ミュージアム

9:00～18:30（入館～18:00）
大人400円
休館日：月曜日（休日の場合は開館） 高校生200円
2/14～2/21は部分開館
中学生以下無料
65歳以上200円
20名以上から団体割引有
※身体障害者手帳、療育手帳、精神
障害者手帳所持者及びその介護人も
無料

★松山市一番町3丁目20
○JR松山駅より市内電車で｢大街道｣
下車徒歩2分/松山空港よりリムジン
バス｢大街道」下車徒歩2分/松山観
光港よりリムジンバス｢大街道」下車
徒歩2分/松山ICより車で20分

平成19年4月28日オープン。司馬遼太郎の小
説「坂の上の雲」の主人公で、松山出身の秋
山好古、真之兄弟と正岡子規にゆかりのある
品を展示。
※駐車場：無（周辺の有料駐車場を利用）
※車椅子使用者用駐車場5台有
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坂の上の雲ミュージアム
089-915-2600
https://www.sakanouenokumo
museum.jp/

料金

所在地・交通手段

問合せ先

ひとこと

道後ぎやまんガラス美術館

施設名

9:00～22:00（入館～21:30）
休館日：水曜日

大人（高校生以上）600円
小人（中学生）400円
小学生以下無料
※高齢者割引、身体障害者割引共に
大人500円（確認できるものを持参下
さい。）

★松山市道後鷺谷町459-1
○JR松山駅より市内電車｢道後温泉
駅｣下車徒歩5分/松山ICより車で30
分

道後ぎやまんガラス美術館
089-933-3637
http://www.dogoyamanote.com/gardenplace/m
useum/

水と緑と光が織りなすガーデンは、樹木が茂り
花々が咲き誇り、四季折々の自然の変化が楽
しめる。
ガラスの美術館では江戸時代のギヤマンから
明治・大正時代にかけての貴重な和ガラスの
コレクションを展示。
地産地消をコンセプトにしたカフェでは、地元
の旬食材のフードメニューが味わえる。
※駐車場：有（50台・正面入口右側）

松山市立子規記念博物館

5月～10月9:00～18:00（入館～
17:30）
11月～4月9:00～17:00（入館～
16:30）
休館日：火曜日及び祝日の翌日（た
だしシーズンによって変更の場合が
あるので、詳細はHPの年間カレン
ダーを確認）

大人400円、20名以上320円
★松山市道後公園1-30
松山市立子規記念博物館
65歳以上200円、20名以上160円（証 ○JR松山駅より市内電車｢道後温泉 089-931-5566
明書提示要）
駅｣または｢道後公園駅｣下車徒歩5分 http://sikihaku.lesp.co.jp/
※小中高校生は無料
※特別展観覧料は別途必要
※身体障害者手帳、療育手帳、精神
障害者保健福祉手帳の所持者は無
料、また所持者1名につき介護者1名
無料（それを証明するものの提示が
必要）

のぼさんと呼ばれ親しまれた子規の生涯を多
角的な資料で紹介。直筆原稿や書簡などの展
示もある。
●令和２年新春特別展「虚子、松山から雄飛
する」
近代俳句の発展に大きな功績をのこした高浜
虚子は、松山が生んだ偉人の一人である。本
特別展では、子規に導かれ松山で文学の道を
歩み始めた虚子の初期文学作品や子規・碧梧
桐との交流を物語る資料、また、虚子がふるさ
と松山を題材とした俳句・書作品などの関連資
料を展示し、ここ松山から雄飛した虚子の文学
活動の軌跡に迫る。
期間：12/21～1/31
場所：3階特別展示室
料金：個人200円、団体160円、65歳以上100
円、小中高校生無料 ※常設展示室への入場
は別途入場料が必要
※駐車場：有（100円/30分）

松山中央公園プール
愛称“アクアパレットまつやま”

9:00～21:00（入場～20:00）
休館日：月曜日（夏季営業及び祝日
を除く）、12/29～1/3

プール利用券（各1時間）
大人250円
高校生200円
3歳～中学生150円
プリペイドカード
3,000円（3,300円利用可能）
5,000円（5,700円利用可能）
10,000円（12,000円利用可能）
障がい者およびその介護者1名は半
額（身体障がい者手帳、療育手帳、
精神障がい者保健福祉手帳必要。）

余熱利用や自然換気、太陽光などの新エネル
ギーを有効活用した省エネ型のプール施設で
それらのエネルギーに関する環境学習も行え
る。
50mプールをはじめ、健康プールや流水プー
ルもある。
※駐車場：有

時間

★松山市市坪西町625-1
松山中央公園プール
○JR市坪駅（野球駅）下車すぐ/伊予 089-965-2900
鉄バス｢坊っちゃんスタジアム前｣また
は｢マドンナスタジアム前｣下車すぐ
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施設名

時間

料金

所在地・交通手段

問合せ先

ひとこと

伊丹十三記念館

10:00～18:00（入館～17:30）
休館日：火曜日（祝日の場合は翌
日）、年末年始及び保守点検日

大人800円
高・大学生500円
中学生以下無料

★松山市東石井1丁目6-10
伊丹十三記念館
平成19年5月15日オープン。映画監督、俳優、
○伊予鉄バス砥部方面行き｢天山橋｣ 089-969-1313
エッセイスト等多彩な才能を発揮した伊丹十三
下車徒歩で2分/松山ICより車で5分 http://www.itami-kinenkan.jp/ ゆかりの品を展示。
常設展示室は伊丹十三の足跡を豊富な資料
でたどることができるよう、十三の名前にちな
む13のコーナーが設けられている。
カフェも併設されており、ゆったり流れる時間
が楽しめる。
※駐車場：有（無料）

松山市考古館

9:00～17:00（入館16:30まで）
休館日：月曜日、祝日・振替休日の翌
日（月曜日が祝日・振替休日の場合
はその翌日）、年末年始（12/29～
1/3）

常設展：一般100円、団体80円（20人
以上）、市内の65歳以上の方は50
円、高校生以下無料
※特別展は別途料金が必要

★松山市南斎院町乙67番地6
○JR松山駅より空港方向へ車で10分
/伊予鉄バス10番線津田団地前行き
丸山バス停下車徒歩10分

坊っちゃん劇場

公演日時：要確認
休館日：要確認

（前売）
大人3,700円、高校生2,400円、小中
学生1,900円
（当日）
大人4,000円、高校生2,700円、小中
学生2,200円
※車椅子席・親子席あり

★東温市見奈良1125レスパスシティ 坊っちゃん劇場
内
089-955-1174
○伊予鉄道｢見奈良駅｣より徒歩約65 http://www.botchan.co.jp/
分/川内ICより車で約5分

四国瀬戸内圏の歴史的・文化的伝統を舞台芸
術で表現する。
※駐車場：有（無料・2300台）

東温市さくらの湯観光物産センター

【農産物直売所】
8:30～16:30
休館日：毎月第4水曜日、年末年始
（12/31～1/5）
【観光物産案内所及びふるさと体験
棟】
9:00～17:00
休館日：毎週火曜日及び毎月第4水
曜日、年末年始（12/29～1/3）

レンタサイクル（1時間利用）
電気自転車（クロスタイプ）400円
電気自転車（カゴつきタイプ）400円
クロスバイク250円
子供用自転車200円

★東温市北方甲2098番地
○伊予鉄道松山市駅より車で約30分
/伊予鉄バス川内線｢さくらの湯｣下車
すぐ/川内ICより車で約5分

東温市ふるさと交流館さくらの湯・東温市さくら
の湯観光物産センターでは、レンタサイクル利
用・さくらの湯入浴セットプランを行っている。
大変お得なセットプランですので、是非ご利用
ください。
また、東温市さくらの湯観光物産センターでは
毎月1回イベントを開催している。詳しくは東温
市HPをご覧いただくか、東温市観光物産協会
までお問い合わせを。
※駐車場：有（無料・約140台）
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松山市考古館
089-923-8777
http://www.culspo.or.jp/koukokan

東温市さくらの湯観光物産セン
ター
089-993-8054
https://toon-kanko.jp/
（イベント情報）
http://www.city.toon.ehime.jp/

松山市考古館は、埋蔵文化財センターの付属
施設として設置されている。研究者のための
専門機関としてだけでなく、一般市民や観光客
が気軽に憩いの場として利用でき、かつ児童
生徒の校外学習の場としての役割も担ってい
る。常設展示室には、松山市内で発見された
旧石器時代から江戸時代までの考古資料約
600点を展示している。平成29年11月14日、公
開承認施設として承認された。
※駐車場：有（松山総合公園第4駐車場・無
料）

施設名

時間

料金

所在地・交通手段

問合せ先

ひとこと

砥部町陶芸創作館

9:00～17:00
休館日：木曜日（祝日の場合は翌
日）、12/29～1/3

（絵付け体験）
★伊予郡砥部町五本松82
湯呑み500円～、茶碗・皿等800円～ ○松山市駅よりバスで50分/松山IC
（ロクロ体験・手びねり体験）
より国道33号を高知方面へ車で15分
1人1,500円：土1kg、指導料込み
※出来あがった作品の配達を希望す
る人は、別途料金600円～1,400円が
必要

陶芸創作館
089-962-6145
https://www.town.tobe.ehime.j
p/site/sousakukan/

楽しみながら、自分だけのオリジナルの砥部
焼を作れる。
ロクロ・手びねり・絵付けが体験できる。
※駐車場：有（無料・30台）

砥部焼陶芸館

8:30～17:00
休館日：1/1

（絵付け体験）
湯呑み780円～、皿600円～、茶碗
900円～、マグカップ1,100円～
※受付は16:30まで
（手びねり）
1人1,800円：粘土1kg、指導料込み
※手びねりは要予約
※送料別途必要
※焼き上がりには2ヶ月程度必要

砥部焼陶芸館
089-962-3900
http://www.togeikan.com/

1階は約30件の窯元別の展示コーナーを配し、
フロアーには日用食器から一品物まで個性あ
ふれる各窯元の力作を展示販売している。
2階ではロクロ・手びねり・絵付けが体験でき
る。
※駐車場：有（無料・150台）

砥部焼観光センター炎の里

8:30～18:00
【絵付け体験】受付～16:00
【手びねり･ロクロ体験】受付～15:00
休館日：12/31

（絵付け体験）
★伊予郡砥部町千足359
砥部焼観光センター炎の里
湯呑み540円～、茶碗・ペン立て1,080 ○松山市駅よりバスで50分/松山IC 089-962-2070
円～、皿など540円～
より国道33号を高知方面へ車で15分 http://www.tobeyaki.co.jp/
（手びねり体験）
粘土800ｇ：1人1,836円
（ロクロ体験）
1人2,700円

砥部焼窯元、約80件余りの作品を一堂に展
示。製造工程の見学も可能。また、砥部焼の
作品づくりや絵付け体験もできる。
※駐車場：有（無料・100台）

農村工芸体験館

9:00～17:00
【絵付け体験】受付～15:00
【手びねり･ロクロ体験】受付～14:00
休館日：火曜日（祝日の場合はその
翌日）、12/30～1/3

（絵付け体験）
600円～
（手びねり体験）
粘土1㎏：2,000円
粘土500g：1,300円
（ロクロ体験）
3,000円

★伊予郡砥部町総津117
農村工芸体験館
○松山ICより国道33号･379号経由で 089-969-5087
車で50分
https://www.town.tobe.ehime.j
p/soshiki/34/kougeitaikenkan.
html

自然に囲まれた施設で、時間を忘れてゆっくり
と陶芸家気分を味わってみてはいかがでしょう
か。「陶芸は初めて」という人も、気軽に体験で
きる。
※駐車場：有（無料・10台）
※道の駅ひろたの駐車場も利用可

愛媛県立とべ動物園

9:00～17:00（入園は16:30まで）
休園日：月曜日（祝日の場合は翌平
日）、12/29～1/1

18歳以上500円
15～17歳200円
6～14歳100円
65歳以上200円
5歳以下無料

★伊予郡砥部町上原町240
愛媛県立とべ動物園
○松山市駅よりバスで40分/松山IC 089-962-6000
より国道33号を高知方面へ車で10分 https://www.tobezoo.com/

○ホッキョクグマピース20才誕生会
開催日：12/1 11:00～
○カバにクリスマスケーキをプレゼント
開催日：12/22 11:15～
○お年玉プレゼント
開催日：1/2・1/3 9:00～
○新春もちつき大会
開催日：1/3 11:00～

★伊予郡砥部町宮内83
○松山市駅よりバスで40分/松山IC
より車で10分/川内ICより車で20分

※駐車場：有（普通車300円/日、中・大型車
800円/日）
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施設名
愛媛県歴史文化博物館

時間
9:00～17:30(展示室への入室は17:00
まで）
休館日：月曜日（ただし第1月曜日・祝
日は開館、翌平日休館）、12/26～
1/1

料金
（常設展）
大人520円
65歳以上270円
小中学生無料

所在地・交通手段

問合せ先

★西予市宇和町卯之町4-11-2
愛媛県歴史文化博物館
○JR卯之町駅より車で5分/西予宇和 0894-62-6222
ICより車で5分
https://www.i-rekihaku.jp/

ひとこと
○常設展「密●空と海－内海清美展－」
四国遍路文化の根底である弘法大師空海の
生涯を表現し、高い芸術性で国際的評価を得
ている和紙彫塑家・内海清美氏の作品「密●
空と海」。2018年9月15日から名場面集に展示
を更新しています。
期間：開催中
○テー
マ展「ぶらり四国遍路－愛媛の霊場と遍路道
を探る－」
本展では、四国八十八ヵ所霊場を描いた故小
亀博氏の絵画作品や江戸時代以降の四国遍
路案内記や古写真や札所の手ぬぐいなどを展
示します。
期間：12月中旬～3月下旬
○第1１回『えひめのまつり』こども絵画展
愛媛の祭りをテーマに県内の小学生が描いた
絵画作品を展示します。
期間：12/7～2/2
○新春イベント
新春にちなんだコマ・羽子板作りや、雅楽の演
奏会、歴博オリジナルのカルタ大会を開催。一
日中楽しめる。
期間：1/2～1/5
○特別「四国・愛媛の災害と文化財レス
キュー」
平成30年7月豪雨や平成13年芸予地震によっ
て被災した歴史資料等の保全活動や、祭り・
郷土芸能等の地域の文化遺産が復興に果た
してきた役割を紹介します。
期間：2/15～4/7
○おひなさまイベント
おひなさまにちなんだ着物の着付けやワーク
ショップなど華やかなイベントを開催。
期間：2/29・3/1
※駐車場：有 (無料・156台、大型8台)
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施設名
成川渓谷休養センター

滑床アウトドアセンター

虹の森公園 おさかな館

料金

時間

11:00～21:00(受付～20:30）
素泊まり4,900円～
休館日：第2・4火曜日（祝日の場合は 朝食760円
翌日 ※8月は無休）
夕食2,340円～

入場無料

10:00～17:00
大人(高校生以上）900円
休館日：水曜日（祝日、春休み、GW、 小人（小・中学生）400円
夏休み、冬休み中は営業）
幼児（3歳以上）200円

所在地・交通手段

問合せ先

ひとこと

★北宇和郡鬼北町大字奈良国有林 成川渓谷休養センター
内
0895-45-2639
○JR宇和島駅より車で15分/三間IC
より車で30分/道の駅森の三角ぼうし
から国道320号を宇和島方面へ車で
10分、宇和島自動車バス成川停留所
を左折し車で15分

平成27年春に客室をリニューアル。宇和島地
域と四万十川流域の中間に位置し、足摺宇和
海国立公園成川渓谷にある温泉宿。鬼北町特
産「鬼北熟成雉」を使った料理と温泉、さらに
渓谷での森林浴など一度に堪能できる施設。
※駐車場：有（無料・50台）

★北宇和郡松野町目黒 滑床渓谷
○松山から三間IC経由で車で2時間

滝の水しぶきが凍る大嵓の滝(おおくらのたき)
など、冬も滑床渓谷は見どころがいっぱい。
※駐車場：有（無料・150台）

滑床アウトドアセンター
0895-49- 1535

★北宇和郡松野町延野々1510-1
虹の森公園
○JR松丸駅より徒歩2分/三間ICより 0895-20-5006
車で20分
http://www.morinokuni.or.jp/

○クリスマスイベント
期間：12/1～12/22の土日祝日と12/24.25
・カワウソのおやつ（2回）
・カワウソのお食事タイム
・ペンギンとのふれあい体験
・ペンギンのお食事タイム
・だいごろうの水浴びタイム（2回）
・おさかな館探検隊
・ダイバーサンタ
・ペンギンのエサやり体験
※12/24～25の間はおさんぽペンギンがクリス
マスパレードとなり、2羽以上のペンギンがお散
歩する（通常は2羽）
○クリスマスプレゼント企画
期間：12/24～12/25
ダイバーサンタとじゃんけんして勝てばプレゼ
ントがもらえる！
・15:30～カワウソおやつタイム（2回目）
※2日間のみ無料
○冬休みイベントスケジュール
期間：12/26～1/7
・15:30～ピラニアor大水槽にエサをまく（日に
よってどちらかでエサやりができる）
※駐車場：有（無料・142台、大型5台）

虹の森公園 森の国ガラス工房風音 10:00～17:00
（かざね）
休館日：水曜日（春休み、GW、夏休
み、冬休み中は営業）
サンドブラスト体験
10：00～16：00
吹きガラス体験（要予約）
10：00～11：30、13：00～14：30（※土
日祝日は～16:30）

入場無料
「サンドブラスト体験」
体験料 550円+材料代（450円～）
「吹きガラス体験」
体験料3,300円
（要予約）

★北宇和郡松野町延野々1510-1
虹の森公園
○JR松丸駅より徒歩2分/三間ICより 0895-20-5006
車で20分
http://www.morinokuni.or.jp/

砂を吹きつけ、ガラスの表面を削っていく彫刻
技法の「サンドブラスト体験」がお薦め。吹きガ
ラスと違って誰にでも簡単にでき、子どもから
大人まで幅広く楽しめる。
（所要時間）約1時間
（定員）30名
※駐車場：有（無料・142台、大型5台）
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冬のおすすめイベント情報
イベント名

日時

開催場所

交通

テレビ愛媛開局５０周年記念・
12/7～1/19
あかがねミュージアム（展示室１・２） 新居浜駅から 徒歩約１分
ハートネットワーク開局30周年
9:30−17:00
記念
（入場は閉館時間の30
木梨憲武展 Timing －瞬間の
分前まで）
光り－

第４３回にいはま農業まつり

愛媛県総合科学博物館
ワークショップ「石けんづくり」

12/8
9：00～15：00

イオンモール新居浜（新居浜市前田 新居浜ICより車で約20分
町８番８号）

問合せ先

ひとこと

0897-31-0305
あかがねミュージアム
https://akaganemuseum.jp/

ロンドンで披露した新作を中心に、絵画、ドローイング、
映像、オブジェなど、表現方法に縛られない作品の数々
を展示する。
前売り：一般・大学生 900円 、中学生・高校生 700
円、小学生 300円
当日： 一般・大学生 1,100円 中学生・高校生 900円、
小学生 500円

０８９７－３７－１００４
新居浜市農業協同組合
http://www.janiihamashi.or.jp/index.php

あかがね市、ＪＡ各支所コーナー、いも炊き販売や各種
イベントなどを行う。

12/14～15、21～22 愛媛県新居浜市大生院2133-2
10:30～12：00／13:30～ 愛媛県総合科学博物館
15：00
場所：エントランスホール

○いよ西条ICより車で5分/JR伊予西 愛媛県総合科学博物館
条駅または新居浜駅よりせとうちバ 0897-40-4100
ス「総合科学博物館」まで20分
https://www.i-kahaku.jp/

クリアソープで、色とりどりの可愛い石けんをつくる。
定員：各日先着200名
参加費：400円
※駐車場 有 （無料・320台、大型８台）

愛媛県総合科学博物館
12/14～1/26までの土 愛媛県新居浜市大生院2133-2
ワークショップ「キレイな石のつ 日祝、12/24～28、1/2 愛媛県総合科学博物館
かみとり」
～3
場所：エントランスホール
10:30～12：00／13:30～
15：00
※12/24～28は午後の
み
愛媛県総合科学博物館
12/14～1/26
愛媛県新居浜市大生院2133-2
巡回展「国際周期表年2019特
愛媛県総合科学博物館
別展」
場所：企画展示室

○いよ西条ICより車で5分/JR伊予西 愛媛県総合科学博物館
条駅または新居浜駅よりせとうちバ 0897-40-4100
ス「総合科学博物館」まで20分
https://www.i-kahaku.jp/

石をつかみとって、小瓶に入れて持ち帰ることができる。
定員：各日先着１00名
参加費：400円
※駐車場 有 （無料・320台、大型８台）

○いよ西条ICより車で5分/JR伊予西 愛媛県総合科学博物館
条駅または新居浜駅よりせとうちバ 0897-40-4100
ス「総合科学博物館」まで20分
https://www.i-kahaku.jp/

当館で開催した企画展「元素のマトリクス」をベースに新
資料を加え国際周期表年に合わせて制作された巡回
展。12月5日東京開催の周期表年国際閉会式でも展示
された全国巡回展が愛媛で里帰り展示される。イベント
も多数開催予定。
料金：常設展示観覧券要
※駐車場 有 （無料・320台、大型８台）

愛媛県総合科学博物館
「周期表スタンプラリー」

愛媛県総合科学博物館
「周期表謎解きにチャレンジ
メンデレカハクンからの挑戦
状」

12/14、15、28 1/4、
24、25

愛媛県新居浜市大生院2133-2
愛媛県総合科学博物館

○いよ西条ICより車で5分/JR伊予西 愛媛県総合科学博物館
条駅または新居浜駅よりせとうちバ 0897-40-4100
ス「総合科学博物館」まで20分
https://www.i-kahaku.jp/

国際周期表年製作のスタンプラリー。展示室を巡って5
回重ね押しすると年代別元素発見周期表カードが完成。
受付（券売）でカードを配布する。
料金：無料
定員：各日先着200枚
※駐車場 有 （無料・320台、大型８台）

巡回展開催期間中

愛媛県新居浜市大生院2133-2
愛媛県総合科学博物館

○いよ西条ICより車で5分/JR伊予西 愛媛県総合科学博物館
条駅または新居浜駅よりせとうちバ 0897-40-4100
ス「総合科学博物館」まで20分
https://www.i-kahaku.jp/

展示室を巡って謎解きに挑戦しよう！初級、中級、上級
があります。上級の方は解答を応募していただき、正解
者の中から抽選で12ヶ月の誕生石鉱物とかはくセレク
ション鉱物16個セットをプレゼント。
料金：無料
※駐車場 有 （無料・320台、大型８台）
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イベント名
愛媛県総合科学博物館
化学サイエンスショー

日時

開催場所

交通

問合せ先

ひとこと

○いよ西条ICより車で5分/JR伊予西 愛媛県総合科学博物館
条駅または新居浜駅よりせとうちバ 0897-40-4100
ス「総合科学博物館」まで20分
https://www.i-kahaku.jp/

日本原子力文化財団の講師による特別なサイエンス
ショーです。
料金：当日の常設展示観覧券かプラネタリウム観覧券を
提示のこと。
※駐車場 有 （無料・320台、大型８台）

愛媛県新居浜市大生院2133-2
愛媛県総合科学博物館
場所：展示棟４階 自然館

○いよ西条ICより車で5分/JR伊予西 愛媛県総合科学博物館
条駅または新居浜駅よりせとうちバ 0897-40-4100
ス「総合科学博物館」まで20分
https://www.i-kahaku.jp/

暗い展示室を探検しながら、謎解きにチャレンジしよう。
※イベント準備のため17:30から展示室を一部閉鎖。
参加費：常設展示観覧券要
※駐車場 有 （無料・320台、大型８台）

12/21～22
愛媛県新居浜市大生院2133-2
17:00～18：30（受付は 愛媛県総合科学博物館
17:45まで）
場所：科博レストラン
19：30～21：00（受付は
20:15まで）

○いよ西条ICより車で5分/JR伊予西 愛媛県総合科学博物館
条駅または新居浜駅よりせとうちバ 0897-40-4100
ス「総合科学博物館」まで20分
https://www.i-kahaku.jp/

ライトアップされたプラネタリウム棟を眺めながら、ディ
ナーバイキングを楽しもう
対象：どなたでも
定員：各回80名程度
受付：11月26日（火）より先着順で予約受付（博物館ＨＰ
申し込みフォーム）
※12月20日（金）14:00までに入金がない場合はキャンセ
ルとなりますのでご了承ください。
料金：
【前売り】高校生以上2,200円/中学生1,800円/小学生
1,000円/幼児400円
【当 日】
高校生以上2,400円/中学生2,000円/小学生1,200円/幼
児600円
※ともに3歳以下は無料
特典：常設展示観覧券無料
※駐車場 有 （無料・320台、大型８台）

愛媛県総合科学博物館
12/22
愛媛県新居浜市大生院2133-2
「元素検定スペシャル＠愛媛」 11:00～15:00（受付10:30 愛媛県総合科学博物館
～）
場所：第1研修室

○いよ西条ICより車で5分/JR伊予西 愛媛県総合科学博物館
条駅または新居浜駅よりせとうちバ 0897-40-4100
ス「総合科学博物館」まで20分
https://www.i-kahaku.jp/

元素や周期表にまつわる検定試験の四国開催が実現
国際周期表年2019特別展関連イベントとしてかはくで実
施。受験者は講演会も参加できる。
料金：500円（検定料）
申込：元素検定ウェブサイトより申込（12/10締切）
https://gensoclub.jimdo.com/イベント/元素検定/
定員：先着90名
※駐車場 有 （無料・320台、大型８台）

愛媛県総合科学博物館
科学講演会「一家に1枚周期
表に込めた想い」

○いよ西条ICより車で5分/JR伊予西 愛媛県総合科学博物館
条駅または新居浜駅よりせとうちバ 0897-40-4100
ス「総合科学博物館」まで20分
https://www.i-kahaku.jp/

日本発の大人気周期表「一家に1枚周期表」の企画・製
作者が語る、周期表の見方・楽しみ方。日本の科学技術
の現在・未来を周期表で読み解く。
講師：玉尾皓平（国際周期表年実行委員長）
料金：無料
定員：200名（当日先着順）
備考：元素検定受験者は優先席を設けています（定員
外）
※駐車場 有 （無料・320台、大型８台）

愛媛県総合科学博物館
「ナイトミュージアム2019～夜
の博物館を探検しよう！～」

愛媛県総合科学博物館
「クリスマスディナーバイキン
グ」

12/21
愛媛県新居浜市大生院2133-2
11:00～/13:45～ （各50 愛媛県総合科学博物館
分程度）
場所：多目的ホール

12/21～22
18：00～20：00

12/22
13:30～14:30（開場
13:00）

愛媛県新居浜市大生院2133-2
愛媛県総合科学博物館
場所：多目的ホール
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イベント名

日時

開催場所

交通

問合せ先

ひとこと

愛媛県総合科学博物館
ワークショップ「さがしてみよ
う！化石発掘体験」

1/2～5、11～13
愛媛県新居浜市大生院2133-2
10:00～11:45/13：30～ 愛媛県総合科学博物館
15：30
場所：エントランスホール

○いよ西条ICより車で5分/JR伊予西 愛媛県総合科学博物館
条駅または新居浜駅よりせとうちバ 0897-40-4100
ス「総合科学博物館」まで20分
https://www.i-kahaku.jp/

砂にうまっている化石（アンモナイトやサメの歯）を探しま
す。制限時間内に見つけたものの中から、お気に入りの
1個を持ち帰ることができる。
定員：各日先着200名
参加費：500円
※駐車場 有 （無料・320台、大型８台）

愛媛県総合科学博物館
「館内に隠された５つのキー
ワードを探せ！」

1/2～5、11～13
愛媛県新居浜市大生院2133-2
10:00～12:00/13:30～ 愛媛県総合科学博物館
15:30
場所：館内全域

○いよ西条ICより車で5分/JR伊予西 愛媛県総合科学博物館
条駅または新居浜駅よりせとうちバ 0897-40-4100
ス「総合科学博物館」まで20分
https://www.i-kahaku.jp/

正解者にはステキなプレゼントあり。
定員：なし
参加費：400円
※駐車場 有 （無料・320台、大型８台）

愛媛県総合科学博物館
「坂根教授の周期表とっておき
話」

1/5
第1部11:00～ 第2部
13:30～（各回30分）

愛媛県総合科学博物館
「野老実験クラブの元素工作
教室」

1/11 10:00～12:00／ 愛媛県新居浜市大生院2133-2
13:00～16:30
愛媛県総合科学博物館
1/12 10:00～12:00／ 場所：企画展示室特設コーナー
13:00～15:30

愛媛県総合科学博物館
「〇〇（まるまる）のＤｅｅｐな世
界・vol.2 ハムスター」

1/11～13
愛媛県新居浜市大生院2133-2
○いよ西条ICより車で5分/JR伊予西 愛媛県総合科学博物館
1回目 11:00～/2回目 愛媛県総合科学博物館
条駅または新居浜駅よりせとうちバ 0897-40-4100
14:30～
場所：展示棟3階 科学技術館 サイ ス「総合科学博物館」まで20分
https://www.i-kahaku.jp/
エンス工房

愛媛県総合科学博物館
博物館講座 天体観望会⑥
「太陽と金星」

1/18
13:00～14：00

愛媛県新居浜市大生院2133-2
○いよ西条ICより車で5分/JR伊予西 愛媛県総合科学博物館
愛媛県総合科学博物館
条駅または新居浜駅よりせとうちバ 0897-40-4100
場所：展示棟3階科学技術館サイエン ス「総合科学博物館」まで20分
https://www.i-kahaku.jp/
ス工房

愛媛県新居浜市大生院2133-2
愛媛県総合科学博物館
場所：博物館天文台・第1研修室

○いよ西条ICより車で5分/JR伊予西 愛媛県総合科学博物館
条駅または新居浜駅よりせとうちバ 0897-40-4100
ス「総合科学博物館」まで20分
https://www.i-kahaku.jp/

○いよ西条ICより車で5分/JR伊予西 愛媛県総合科学博物館
条駅または新居浜駅よりせとうちバ 0897-40-4100
ス「総合科学博物館」まで20分
https://www.i-kahaku.jp/

86

雑誌連載をするほどの科学おもちゃコレクターであり、中
四国の高校に出張講座をおこなうほど教育熱心な岡山
理科大学の坂根弦太教授が、科学おもちゃの魅力の紹
介と元素周期表にまつわる実験ショーを行う。
講師：坂根弦太（岡山理科大学教授）
料金：常設展示観覧券要
定員：80名程度（当日先着順）
構成：<第1部>目がさめるような科学おもちゃ大紹介！コ
レクター坂根教授おすすめの珍しい面白い科学おもちゃ
の紹介、実演、体験 <第2部>：周期表と個性豊かな元
素たちの大実験！出張講座で中四国の高校生を熱狂さ
せた実験レパートリーから厳選した、かはくのためのスペ
シャル実験ショー
※駐車場 有 （無料・320台、大型８台）
周期表作家による工作教室。
・回して楽しい立体周期表「からくるりん」の工作(各日先
着100名)
・元素ネイルの工作(各日先着50名)
料金：常設展示観覧券要
申込：不要
※駐車場 有 （無料・320台、大型８台）
2020年の干支「ネズミ」の仲間のハムスターについて、
詳しく説明する。
参加費：常設展示観覧券要
※駐車場 有 （無料・320台、大型８台）
参加費：50円
対象：小学生以上（小学生は保護者同伴、保護者の申し
込みも必要）
定員：15名
応募締切：12/27
講師：友の会天文クラブ
備考：悪天候時は研修室とプラネタリウムで星の話をす
る。
※駐車場 有 （無料・320台、大型８台）

イベント名
愛媛県総合科学博物館
「理化学研究所のニホニウム
模型」

愛媛県総合科学博物館
博物館講座 産業講座③「来
島海峡について学ぼう～海上
交通について学び小島要塞跡
を巡ろう～」

はまさいフェスティバル

愛媛県総合科学博物館
科学イベント「みんな集まれ！
わくわくサイエンス広場」

日時

開催場所

1/18 10:30～／13:00～ 愛媛県新居浜市大生院2133-2
／14:00～／15:00～
愛媛県総合科学博物館
1/19 10:30～／13:00～ 場所：企画展示室特設コーナー
／14:00～

1/25 9:45～17：30

1/26

愛媛県新居浜市大生院2133-2
愛媛県総合科学博物館
場所：今治市（来島海峡、大島亀老
山展望台、小島（小島要塞跡））
※博物館集合後バス移動

交通

ひとこと
理化学研究所チームによる工作指導でアイロンビーズを
使ってニホニウム模型を工作。
料金：常設展示観覧券要及び50円（保険料）
申込：不要
定員：各回12名（当日先着順）
※駐車場 有 （無料・320台、大型８台）

○いよ西条ICより車で5分/JR伊予西 愛媛県総合科学博物館
条駅または新居浜駅よりせとうちバ 0897-40-4100
ス「総合科学博物館」まで20分
https://www.i-kahaku.jp/

参加費：小中学生2,550円・高校生以上3,050円
対象：小学生以上（小学生は保護者同伴、保護者の申し
込みも必要）
定員：40名
応募締切：1/10
備考：約3km歩きます。荒天時：中止
最小催行人員20名
※駐車場 有 （無料・320台、大型８台）

昭和通り、登道アーケード、銅夢にい JR新居浜駅から楠中央通り経由車
はま周辺、憩いの森
で約10分

2/8～9 9：00～17：00 愛媛県新居浜市大生院2133-2
愛媛県総合科学博物館
場所：エントランス、企画展示室、屋
外展示場 ほか

問合せ先

○いよ西条ICより車で5分/JR伊予西 愛媛県総合科学博物館
条駅または新居浜駅よりせとうちバ 0897-40-4100
ス「総合科学博物館」まで20分
https://www.i-kahaku.jp/

0897-37-6677
新居浜商店街連盟
http://n-akindo.com/

○いよ西条ICより車で5分/JR伊予西 愛媛県総合科学博物館
条駅または新居浜駅よりせとうちバ 0897-40-4100
ス「総合科学博物館」まで20分
https://www.i-kahaku.jp/

まちなかのにぎわい再生や地域の活性化に取り組む一
環として、毎年恒例の「はまさいフェスティバル」を開催。
小物雑貨やこだわりパンの販売、ご当地グルメの出展、
本マグロ解体ショー、スタンプラリーなど盛りだくさんの内
容。
親子で一緒に実験や工作を体験することで、科学の不
思議、楽しさを感じることができる参加型の科学体験イ
ベント。
料金：無料 ※展示棟入場、プラネタリウム観覧にはそ
れぞれチケットが必要
※駐車場 有 （無料・320台、大型８台）

愛媛県総合科学博物館
博物館講座 科学工作教室⑤
「エコ充電器をつくろう（電子工
作）」

2/15 13:30～16：30

愛媛県新居浜市大生院2133-2
愛媛県総合科学博物館
場所：科学工作教室

○いよ西条ICより車で5分/JR伊予西 愛媛県総合科学博物館
条駅または新居浜駅よりせとうちバ 0897-40-4100
ス「総合科学博物館」まで20分
https://www.i-kahaku.jp/

参加費：1,050円
対象：小学4年生～中学生
定員：20名
応募締切：1/31
※駐車場 有 （無料・320台、大型８台）

愛媛県総合科学博物館
企画展「自然を記録しよう!標本
のつくり方」

2/22～4/5

愛媛県新居浜市大生院2133-2
愛媛県総合科学博物館
場所：企画展示室

○いよ西条ICより車で5分/JR伊予西 愛媛県総合科学博物館
条駅または新居浜駅よりせとうちバ 0897-40-4100
ス「総合科学博物館」まで20分
https://www.i-kahaku.jp/

動植物や岩石などの標本のつくり方や道具を紹介すると
ともに、標本だからこそわかる特徴や情報の見方、古い
標本からわかる自然環境などについて紹介し、身近な自
然を記録することの意味と大切さについて解説する。
料金：常設展示観覧券要
※駐車場 有 （無料・320台、大型８台）
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イベント名

日時

愛媛県総合科学博物館
企画展「理科室の宝物～学校
収蔵標本から地域の自然を再
考する～」

2/22～4/5

愛媛県総合科学博物館

親子De竹とんぼ大会

エンジョイホリデーイベント「ミ
ニ門松作り」

道後温泉カウントダウン

12/8

2019/12/14
①10:00～11:30
②14:00～15:30

12/31～1/1
23:20～0:50

開催場所

交通

問合せ先

ひとこと

愛媛県新居浜市大生院2133-2
愛媛県総合科学博物館
場所：企画展示室

○いよ西条ICより車で5分/JR伊予西 愛媛県総合科学博物館
条駅または新居浜駅よりせとうちバ 0897-40-4100
ス「総合科学博物館」まで20分
https://www.i-kahaku.jp/

愛媛県新居浜市大生院2133-2
愛媛県総合科学博物館

○いよ西条ICより車で5分/JR伊予西 愛媛県総合科学博物館
条駅または新居浜駅よりせとうちバ 0897-40-4100
ス「総合科学博物館」まで20分
https://www.i-kahaku.jp/

松山市菅沢町乙280番地
松山市野外活動センター ダイニン
グシェルター・野外ステージ
※雨天時は雨天キャンプファイヤー
場

松山市駅より伊予鉄バス城山行き
で上菅沢バス停下車、徒歩30分（1.5
㎞）
市内中心部より車で30分
松山観光港より車で1時間/松山IC
より車で50分
※土曜・日曜・祝日のみ野外活動セ
ンターまで伊予鉄バスが
朝・夕2便運行
◆市駅発 8:20／16:00
◆野外活動センター発 9:10／
16:54

松山市野外活動センター
089-977-2400
http://www.culspo.or.jp/rainbow/

センター内で採れた竹を使って、竹とんぼを作る。
工作が苦手なお父さん、お母さんも大丈夫。地元の竹と
んぼ名人のサポートで、どなたでも簡単に作ることがで
きる。
作った後は、参加者で滞空時間を競う。
※駐車場 有 （無料）
※1人300円（親子2人1組600円）
保護者1名について、兄弟姉妹など複数人の小学生
参加
は可

松山市菅沢町乙281番地
松山市野外活動センター研修室

松山市駅より伊予鉄バス城山行き
で上菅沢バス停下車、徒歩30分（1.5
㎞）
市内中心部より車で30分
松山観光港より車で1時間/松山IC
より車で50分
※土曜・日曜・祝日のみ野外活動セ
ンターまで伊予鉄バスが
朝・夕2便運行
◆市駅発 8:20／16:00
◆野外活動センター発 9:10／
16:55

松山市野外活動センター
089-977-2400
http://www.culspo.or.jp/rainbow/

センター内で採れた松や竹、そして梅を使って、お正月
用の
ミニ門松を作ります。「午前の部」と「午後の部」の2回開
催。
※駐車場 有 （無料）
※1人600円（3歳未満は無料）

松山市道後湯之町5-6
道後温泉本館前から道後温泉別館
飛鳥乃湯泉

伊予鉄道道後温泉駅より徒歩5分

道後温泉旅館協同組合
089-943-8342
http://www.dogo.or.jp/

道後温泉本館は2019年1月15日より保存改修工事が始
まる。今の建物で新年を迎えるのは最後！
おやじダンサーズによるショーを皮切りに23時50分から
道後温泉本館前で新年カウントダウン！！新年0時1分
からはミカン・お菓子・飲み物・おしるこなどのお接待が
ある。（料金）無料
※駐車場：無
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戦前より学校で収集・保存され、現在では入手が困難な
動物・植物の貴重な標本を展示するとともに、古い標本
の価値を再評価し、調査・研究に活用した事例について
紹介する。
料金：常設展示観覧券要
※駐車場 有 （無料・320台、大型８台）

イベント名

日時

松山城収蔵品ミニ企画展～松
山藩主・久松松平家の装い～

12/29～3/31

松山城小天守1階

伊予鉄道｢大街道｣電停下車徒歩5分 松山城総合事務所
松山城収蔵品より、松山藩主・久松松平家伝来の陣羽
でロープウェイ乗り場、
089-921-4873
織、馬具などの武具を中心に数点を、期間中特別公開
ロープウェイ約3分、下車後徒歩10分 https://www.matsuyamajo.jp/ する。
※駐車場 有 （2時間420円/以降30分毎100円）
※大人520円（天守入場料）

飛鳥乃温泉カウントダウン

12/31～1/1
23:20～0:51

松山市道後湯之町5-7
道後温泉本館前から道後温泉別館
飛鳥乃湯泉

伊予鉄道道後温泉駅より徒歩6分

道後温泉旅館協同組合
089-943-8343
http://www.dogo.or.jp/

大晦日から元旦にかけて飛鳥乃温泉の中庭にてカウン
トダウンイベントを開催。（来られた方へお飲物、お菓子
などのお接待あり）

松山城・二之丸史跡庭園

路面電車: JR松山駅前から道後温泉
行き約11分、県庁前電停下車徒歩5
分
松山市駅から
道後温泉行き・環状線大街道方面行
き約6分、県庁前下車徒歩5分、 道後
温泉から約13分、県庁前下車徒歩5
分
松山城本丸から大手門跡より黒門口
登城道で徒歩20～30分
長者ヶ平より県庁裏登城道で徒歩20
～30分
自動車 松山ICから約20分

二之丸・堀之内管理事務所
089-921-2000
https://www.matsuyamajo.jp/n
inomaru/

二之丸史跡庭園は各種の柑橘や四季折々の草花を楽
しめ、恋人の聖地にも認定され、年間約500件ほどの結
婚式の前撮りの場所として利用されている。
イベントでは有料施設(観恒亭)を無料開放し、お正月遊
び(かるた、ふくわらい、将棋)道具を無料貸し出し自由に
遊べる。
凧揚げの
凧と羽根つきの羽子板セットを無料貸し出し、堀之内公
園で自由に遊べる。
※ 駐車場:有 普通乗用車31台 無料
※入園料:大人200円 小人100円
身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳
の所持者及びその介助者1名無料、(それを証明するも
のの掲示が必要)

二之丸のお正月

令和最初の大合戦！ 松山城
冬の陣

松山城誕生記念日

1/1～1/3
9:00～16:30(札止め
16:00)

1/11～3/8

1/15

開催場所

交通

問合せ先

ひとこと

松山城・二之丸史跡庭園・松山城山 ・JR松山駅から
南海放送イベント推進部
ロープウェイ東雲口駅舎
「道後温泉行き」市内電車で約10分、 089-915-2380
「大街道」下車徒歩5分
https://www.rnb.co.jp/event/
・松山市駅から
「道後温泉行き」「環状線大街道方面
行き」市内電車で約6分、「大街道」下
車徒歩5分

令和2年1月11日（土）～3月8日（日）まで「松山城冬の
陣」を開催します。「リアル宝探し」や「忍者巨大迷路」な
ど、さまざまなイベントが目白押し。ぜひお越しください！
※駐車場
松山城 有（２時間４２０円／以降３０分毎１００円）
二之丸史跡庭園 有 普通乗用車３１台 無料
※料金
無料（別途、入園料または観覧料が必要な場所あり。）

松山市丸之内
松山城本丸広場

松山城築城開始から417年目にあたる2019年1月15日
（吉日）を「松山城誕生記念日」および「よしあきくん誕生
日」としてお祝いする。もちつき大会など実施。
（料金）無料
※駐車場：有（2時間410円、以降30分毎100円）

伊予鉄道大街道電停より徒歩5分で 松山城総合事務所
ロープウェイ乗り場、ロープウェイ3
089-921-4873
分、下車後徒歩10分
http://www.matsuyamajo.jp/
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イベント名

日時

レインボーウインターキャンプ

2/15

レインボーハイランドカップ第6
戦
ランニングバイク選手権2020

2/23
10:30～15:30

開催場所

交通

松山市菅沢町乙280番地
松山市野外活動センター
野外ステージ・敷地内

松山市駅より伊予鉄バス城山行きで
炊事棟・ 上菅沢バス停下車、徒歩30分（1.5
㎞）
市内中心部より車で30分
松山観光港より車で1時間/松山IC
より車で50分
※土曜・日曜・祝日のみ野外活動セ
ンターまで伊予鉄バスが
朝・夕2便運行
◆市駅発 8:20／16:00
◆野外活動センター発 9:10／
16:54
松山市菅沢町乙280番地
松山市駅より伊予鉄バス城山行きで
松山市野外活動センター 芝生広場 上菅沢バス停下車、徒歩30分（1.5
㎞）/市内中心部より車で30分/松山
観光港より車で1時間/松山ICより車
で50分

問合せ先

ひとこと

松山市野外活動センター
089-977-2400
http://www.culspo.or.jp/rainbow/

キャンプインストラクターの指導で、日帰りで冬に行える
テント設営やカレー作り等のキャンプをご家族・グループ
で楽しく行うイベント。
※駐車場 有 （無料）
※1人1000円（3歳未満は無料）

松山市野外活動センター（レイ
ンボーハイランド）
089-977-2400
http://www.culspo.or.jp/rainbow/

自然豊かなレインボーハイランドで、県内外から多くのち
びっ子ライダーが集まり、寒さを吹き飛ばす熱いレースを
見せてくれる。
料金：幼児（2歳～5歳）1人2,000円
※駐車場：有（無料）

※土曜・日曜・祝日のみ野外活動セ
ンターまで伊予鉄バスが朝・夕2便運
行
市駅発 8:20／16:00
野外活動センター発
9:10／16:54
JR横田駅より徒歩20分/伊予ICより
ウェルピア伊予
車で10分
089-983-4500
https://welpiaiyo.jp/

伊予國ライブvol.41
｢フォークソングライブ｣

12/8
18:30～

伊予市下三谷1761-1
ウェルピア伊予 ウェルホール

ウェルピア伊予
｢クリスマスファイミリーパー
ティー2018｣

12/16
18:00～

伊予市下三谷1761-1
ウェルピア伊予 銀河の間

JR横田駅より徒歩20分/伊予ICより
車で10分

ウェルピア伊予
089-983-4500
https://welpiaiyo.jp/

マジシャンによるマジックショーや、バルーンアート
ショー、ビンゴ大会を開催♪おいしいお料理もご用意。お
子様にはサンタさんからプレゼントが！ご予約はフロント
まで。
（料金）大人4,500円 小学生2,300円 幼児1,500円（税
込・ドリンク込）
※駐車場：有（無料・300台、大型10台）

伊予市下三谷1761-1
ウェルピア伊予 各所

JR横田駅より徒歩20分/伊予ICより
車で10分

ウェルピア伊予
089-983-4500
https://welpiaiyo.jp/

新年をウェルピア伊予で楽しみませんか？
【1月1日】①初日の出観賞会…7:00～8:00、展望スカイラ
ウンジ、入場料1,200円（ドリンク付）※予約制 ②獅子舞
…11:30～、フロント前ロビー、観覧無料 ③もちつき大
会…13:30～15:00、体育棟、参加無料
【1月2日】砥部焼絵付け体験…10:00～13:00、参加料
300円＋材料費
※駐車場：有（無料・300台、大型10台）

ウェルピア伊予
お正月イベント

1/1～1/2
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なつかしのフォークソングをたっぷりとお届けする。一度
は聴いたことのある名曲をお楽しみ下さい。出演はリセッ
ツ他。18:30スタート。
（料金）前売1,000円／当日1,200円（ワンドリンク込）
※駐車場：有（無料・300台、大型10台）

イベント名

日時

ウェルピア伊予
｢第51回なつかしの歌声喫茶｣

1/19
13:30～15:30

ウェルピア伊予杯 第9回新春
囲碁大会

開催場所

交通

問合せ先

ひとこと

伊予市下三谷1761-1
JR横田駅より徒歩20分/伊予ICより
ウェルピア伊予 展望スカイラウンジ 車で10分

ウェルピア伊予
089-983-4500
https://welpiaiyo.jp/

参加者全員で、なつかしの名曲などを楽しく歌う。景色の
いい展望スカイラウンジでの開催。ちょっとうれしいプレ
ゼントが当たるお楽しみ抽選会も！（料金）1,000円 ※
完全前売りチケット制（電話予約可）
※駐車場：有（無料・300台、大型10台）

2/2

伊予市下三谷1761-1
ウェルピア伊予 ウェルホール

JR横田駅より徒歩20分/伊予ICより
車で10分

ウェルピア伊予
089-983-4500
https://welpiaiyo.jp/

囲碁愛好家のみなさんを対象に、囲碁大会を開催。腕
試しに参加してみませんか？初心者も大歓迎。（※別途
料金にてお弁当のご予約を承ります。）

第2回ウェルピア伊予でまなぼ
うさい

2/11

伊予市下三谷1761-1
ウェルピア伊予体育館他

JR横田駅より徒歩20分/伊予ICより
車で10分

ウェルピア伊予
089-983-4500
https://welpiaiyo.jp/

防災について、見て、聞いて、体験しながら学ぶイベン
トを開催します。平成30年の西日本豪雨災害、平成28年
の熊本地震、平成23年の東日本大震災などを踏まえ、
地域の防災について積極的に学び、備えよう。 内容
（予定）：緊急車両やはたらく車が大集合（起震車、はし
ご車、パトカー、給水車、高所作業車など）、消防・自衛
隊・JAFのこども制服を着て記念撮影、各団体・企業等
の災害時のパネル展示、防災用品の展示・説明、段
ボールベッド体験、南海地震シュミレーション等のDVD上
映、新聞紙などを使って避難所での必需品の作成、
ジャッキアップ救助体験、ハイゼックス袋による炊飯体験
など他多数

空からサンタがやって来る

12/22

伊予市双海町高岸甲２３２６
ふたみシーサイド公園

ＪＲ上灘駅から徒歩３分
伊予ＩＣから国道３７８号を長浜方面
へ車で１５分

ふたみシーサイド公園
サンタクロースがパワグライダーでふたみシーサイド公
089-986-0522
園ビーチに舞い降りて、子どもたちにプレゼントを渡す。
https://www.futamiseaside.co
m/

2/2

伊予市双海町高岸甲２３２６
ふたみシーサイド公園

ＪＲ上灘駅から徒歩３分
伊予ＩＣから国道３７８号を長浜方面
へ車で１５分

ふたみシーサイド公園
子どもたちが豆をまいて赤鬼、青鬼を退治し、福を呼び
089-986-0522
込む。餅まきも行われ、春の訪れを喜ぶ。
https://www.futamiseaside.co
m/

1/11～12

伊予市双海町高岸甲２３２６
ふたみシーサイド公園

ＪＲ上灘駅から徒歩３分
伊予ＩＣから国道３７８号を長浜方面
へ車で１５分

ふたみシーサイド公園
089-986-0522
https://www.futamiseaside.co
m/

節分豆まき

シーサイド『初春水仙花祭り』
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伊予路に春の訪れを告げる水仙で会場を飾り、切り花な
どの販売がある。ぜんざいや農産物などの即売も好評。
ダイガラ餅つきコーナーでは、つきたてお餅の即売が人
気。珍しいダイガラ餅つき体験もできる。

イベント名
第6回くままちひなまつり

日時

開催場所

交通

問合せ先

ひとこと

上浮穴郡久万高原町
久万町商店街

JR松山駅よりJR四国バス久万高原 久万高原町まちなか交流館
行きで｢久万高原｣下車1時間15分/ 0892-21-2015
松山ICより国道33号を高知方面へ車
で30分

古き良き時代の面影を残す久万町商店街に、町内外か
ら寄贈された雛人形を展示する。各店舗などに趣向を凝
らした飾り付けを行うほか、メイン会場の｢あけぼの座」に
は、雛人形ピラミッドなど約2,000体を設置する。
（料金）メイン会場｢あけぼの座｣のみ要協力金
※駐車場：有（久万高原町役場駐車場、久万町商店街
内駐車場などの無料駐車場利用）

八幡浜市字沖新田1581-23
道の駅･みなとオアシス 八幡浜み
なっと

JR八幡浜駅から車で5分/大洲ICから みなと交流館
車で25分/八幡浜フェリーターミナル 0894-21-3710
から徒歩3分
https://www.facebook.com/X
masOrangeFestival/

12月上旬
（予定）

北宇和郡鬼北町永野市138-6
道の駅森の三角ぼうし

JR宇和島駅より国道320号を日吉方 道の駅森の三角ぼうし
面へ車で20分/三間ICより県道57号 0895-45-3751
を日吉方面へ車で15分
http://www.sankakuboushi.com/

新しい八幡浜のクリスマスイベントとして2013年から開
催。大切な人へみかんを贈るというクリスマスオレンジの
風習の定着を目指すとともに、八幡浜のみかんの魅力を
発信していく。今年は、みかん検定や3人1組で行うクイ
ズ、クリスマスオレンジパッケージを使って大切な人にみ
かんを贈ろうという体験型の催し、みかんを使ったスイー
ツなど八幡浜の美味しいものを用意した屋台村を予定し
ている。入場無料。
※駐車場：有（無料 臨時駐車場(無料)も有）
南予最大級の品揃えとして｢鬼北町山芋研究同志会｣が
自然薯の即売を行い、この時期の恒例イベントとして盛
り上がる。山芋の重量当てゲームやその場ですりおろし
た山芋のとろろかけご飯の販売も人気で多くの人で賑わ
う。
※駐車場：有（無料）

第5回 愛ある鬼嫁コンテスト

12/22

北宇和郡鬼北町大字下鍵山54
道の駅 日吉夢産地

JR宇和島駅より車で45分/三間ICよ
り車で40分

子泣かし天狗祭り

1/13
（予定）

北宇和郡鬼北町大字近永800-1
体育センター

JR近永駅より徒歩13分/宇和島自動 鬼北町教育課
車バス｢鬼北町役場前」停留所より徒 0895-45-1111
歩1分

鬼ヵ城に住む想像上の怪物天狗が、天狗の持つといわ
れる神通力で鬼北の里の子どもたちの健康と幸福を祈
願する。
※駐車場：有（無料）

きじ鍋祭り

2月中旬
（予定）

北宇和郡鬼北町永野市138-6
道の駅森の三角ぼうし

JR宇和島駅より国道320号を日吉方 鬼北町農林課
面へ車で20分/三間ICより県道57号 0895-45-1112
を日吉方面へ車で15分

鍋物が美味しい季節、ホッカホカで栄養たっぷりの｢きじ
鍋｣はいかがでしょうか。当日はきじ鍋･きじ製品販売の
ほかにも杵つきもちの販売、地元の新鮮な野菜販売を
行う。
※駐車場：有（無料）

クリスマスオレンジ2019in八幡
浜みなっと

山芋まつり

2/23～4/12（予定）

12/14
15:00～20:00
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道の駅 日吉夢産地
0895-44-2340

愛ある鬼嫁をテーマに「一言」大声で叫んでいただくコン
テスト。
部門ごとにステージで叫んでいただき優勝者には賞金と
記念品を贈呈。
有名ゲストを招いたステージショｰのほか、物産市も開催
し特産品の販売も行い多くの人で賑わう。
※特別駐車場設置（日吉小・中学校グランド 200台）

花ごよみ（時期順）
施設名

場所

花名

時期

マイントピア別子

冬桜

11月～12月頃

伊予市双海町下
浜地区（豊田漁港
の山あい）

水仙

12月～1月

「日本水仙花開
道」

水仙

１２月中旬～１月下旬 伊予市双海町串 豊田 有限会社シーサイドふたみ
漁港上の丘
089-986-0522

平家谷自然公園

水仙

12月下旬～2月上旬

夕やけこやけライ
ン

水仙、菜の花

12月下旬～3月中旬

諏訪崎

ツバキ

1月～3月

南楽園

ツバキ

1月中旬～3月

梅

1月下旬～2月中旬

梅津寺公園

駐車場

トイレ

特徴

新居浜市立川町

マイントピア別子
0897-43-1801

問合せ先

JR新居浜駅より車で15分
新居浜ICより車で15分

交通

400台

あり

園内には約220本の冬桜があり、可憐で清
楚な花を咲かせる。

伊予市双海町下浜

伊予市双海地域事務所
089-986-1111

JR下灘駅より徒歩で30分

あり
（しもなだ運
動公園駐
車場利用）

なし

伊予灘を見下ろす海岸沿いの山あいに、地
元の有志が2世代にわたり手塩にかけて育
てた水仙が約10万本ともいわれる。眼下に
は豊田漁港も見え、一度は訪れてみたい光
景である。

ＪＲ下灘駅から徒歩３０分
伊予ＩＣから国道３７８号を長浜
方面へ車で２２分、その後徒歩
１５分

なし

なし

「伊予路に春を告げる」として有名になっ
た、海に開けた水仙畑。

八幡浜市保内町宮内平 八幡浜市商工観光課
家谷
0894-22-3111

JR八幡浜駅より車で30分
大洲ICより車で50分

60台

あり

渓流と原生林が美しく、公園一帯に水仙・桜
等咲き乱れる。

伊予市双海町

伊予市双海地域事務所
089-986-1111

伊予ICより車で15分

なし

あり

伊予灘に沈む夕日を見ることができる海岸
国道378号16kmのドライブコース。海岸沿い
を彩る季節の花が美しい。ツワブキ、水仙、
菜の花と国道沿線に花が次々と楽しめる。
★1月11日、12日 シーサイド水仙花祭り開
催予定。（問合せ：ふたみシーサイド公園
986-0522）
ふたみシーサイド公園において、水仙の鉢
植、切花の展示即売等を行う。

八幡浜市栗野浦

八幡浜市商工観光課
0894-22-3111

大洲ICより車で30分

50台

あり

全長3kmの小さな岬で、遊歩道を通って先
端まで行ける。桜、ツツジ等が咲き乱れる。

550台
（大型可）

あり

総面積約15.3haで、二つの池を中心に現代
庭園技術の粋を集めて築いた四国最大規
模の日本庭園。花菖蒲、サツキ、桜、梅と四
季を通じて楽しめる。

100台

あり

紅梅・白梅が約110本咲きそろう。
（入園料）100円
※営業時間：9:00～17:00 木曜休園
※駐車場：有（普通車500円、大型車1,000
円・100台）

宇和島市津島町近家甲 南レク株式会社
1813
0895-32-3344
http://www.nanreku.jp/

JR宇和島駅よりバスで40分
津島高田ICより車で10分

松山市梅津寺町1386-5 089-951-0870

伊予鉄道｢梅津寺駅｣下車すぐ
松山ICより車で40分
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施設名

花名

時期

梅

1月下旬～2月

伊予市双海町閏
住地区（国道378
号沿）

菜の花

レッドウイング
パーク

場所

駐車場

トイレ

特徴

550台
（大型可）

あり

国道378号沿い、ふたみシーサ
イド公園より車で10分

なし

なし

総面積約15.3haで、二つの池を中心に現代
庭園技術の粋を集めて築いた四国最大規
模の日本庭園。全国から選りすぐった銘木・
古木約160本が、早咲き・中咲き・遅咲きと
順を追って次々と花開く。
★1/25～3/1 南楽園梅まつり開催。
期間中は梅茶のサービス及び座敷雛を展
示。
伊予路に春を呼ぶ風物詩にもなっている｢
菜の花｣。碧い空と青い海に黄色のじゅうた
んを敷き詰めたような菜の花と自然のコント
ラストは最高である。
★2月23日 ｢しおかぜウォークなのはな大
会｣（JR松山駅主催）開催予定。（問合せ：
伊予市観光協会994-5852）
菜の花を見ながら、柔らかな日差しを背に
JR長浜駅～ふたみシーサイド公園までの
約16㎞の「菜の花海道」を歩くイベント。

西宇和郡伊方町川永田 伊方町役場
甲1534-1
0894-38-0211

JR八幡浜駅より車で25分

20台

あり

岬特有の急斜面を利用した公園で、斜面に
菜の花が咲き乱れる。

2月～4月

西宇和郡伊方町二見

伊方町役場
0894-38-0211

JR八幡浜駅より車で30分

10台
（身障者用
1台・大型2
台）

あり

公園内の斜面に菜の花が咲き誇る。

ツツジ

2月～5月

西宇和郡伊方町川永田 伊方町役場
甲1534-1
0894-38-0211

JR八幡浜駅より車で25分

20台

あり

岬特有の急斜面を利用した公園で、斜面に
つつじが咲き乱れる。

西条市市民の森

梅

2月上旬～3月上旬

西条市福武乙

西条市観光振興課
0897-52-1446

JR伊予西条駅から徒歩で40分
いよ西条ICより車で15分

50台

あり

市民の憩いの場。約1,000本の梅が咲き誇
る梅林園は西条市内で唯一の梅の名所と
なっている。その他、桜、ツツジなど四季
折々の花が楽しめる。

志島ヶ原

梅

2月中旬～2月下旬

今治市桜井6丁目

今治市観光課
0898-36-1541

JR今治駅よりバスで20分
今治湯ノ浦ICより車で5分

30台

あり

白砂青松の美しい海岸。国の名勝にも指定
されている2500本もの老松に覆われた海岸
は風情ある散歩道。梅の名所としても知ら
れている。

菜の花

2月中旬～4月中旬

大洲市長浜町今坊・黒
田

大洲市長浜支所
0893-52-1112

伊予ICより車で20分
大洲ICより車で25分

なし

なし

国道378号沿いに約2㎞にわたり、花が咲き
誇り3月中旬頃に見頃を迎える。

南楽園

問合せ先

交通

宇和島市津島町近家甲 南レク株式会社
1813
0895-32-3344
http://www.nanreku.jp/

JR宇和島駅よりバスで40分
津島高田ICより車で10分

2月～3月

伊予市双海町大久保

菜の花

2月～4月

二見くるりん風の
丘パーク

菜の花

レッドウイング
パーク

なのはな街道

伊予市双海地域事務所
089-986-1111
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施設名

場所

花名

時期

駐車場

トイレ

特徴

梅

2月中旬～3月中旬

宇和島市和霊町

宇和島市商工観光課
0895-24-1111

JR宇和島駅より徒歩で20分

あり

あり

市内が一望でき、辺り一帯が総合公園、遊
歩道として整備され、梅を皮切りに、全国で
も1、2を争う早咲きの桜から、9,000本のツ
ツジまで楽しめる。

菜の花

2月中旬～3月下旬

宇和島市吉田町（国道
56号沿い）

宇和島市商工観光課
0895-24-1111

西予宇和ICより車で5分

あり

なし

合計10個のトンネルを越える道々での、吉
田湾の展望とあいまった花々は、見る人の
心を和ませる。

南レク松軒山公
園

梅

2月下旬～3月上旬

南宇和郡愛南町御荘長 南レク南宇和管理事務所
JR宇和島駅より車で約1時間
州
0895-73-2151
津島岩松ICより車で約45分
http://www.nanreku.jp/site/ai
nan/shokenzan.html

120台

あり

約8,500本の梅の木がある。山と海が一望
でき、景色が大変美しい。

滝の宮公園（日本
庭園）

梅

2月下旬～3月中旬

新居浜市滝の宮町

新居浜市都市計画課
0897-65-1270

JR新居浜駅より車で5分
新居浜ICより車で15分

98台

あり

日本庭園内に植栽された約110本の梅（紅
梅・白梅）が咲き、春の訪れを感じさせる。

七折梅園

梅

2月下旬～3月上旬

伊予郡砥部町七折

ななおれ梅組合
089-962-3064

松山ICより国道33号経由、県
道219号を車で15分

100台

あり

約1万6千本の梅が咲き乱れる。
★毎年2月下旬～3月上旬 七折梅まつり開
催。

菜の花

2月下旬～

大洲市五郎

大洲市観光まちづくり課
0893-24-2111

JR伊予大洲駅より車で15分
大洲ICより車で10分

100台

なし

河川敷上流から下流の約7haにわたって約
350万本の菜の花の黄色いじゅうたんが敷
き詰められる。
★3月中旬 五郎菜の花まつり開催。

梅

3月上旬頃

伊予市中山町

伊予市中山地域事務所
089-967-1111

JR伊予中山駅より車で10分
伊予ICより車で25分

なし

なし

10haの敷地に約3,000本の梅が栽培されて
おり、谷沿いの山肌に紅白の色を映し出
す。また、漆地区には山の斜面に棚田も広
がる。

丸山公園

法華津ずい道

五郎河川敷

漆の梅林

問合せ先
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交通

味覚狩り
いちご
施設名

場所

問合せ先

開園時期

料金

交通

備考

1月2日～6月上旬

【1～3月】
小学生以上：1,500円
2歳以上：600円
【4～6月】
小学生以上：1,200円
2歳以上：500円

瀬戸内しまなみ海道大三島IC しまなみ海道のほぼ中央の大三島にあるい
よりすぐ
ちご農園。空中栽培で、あらゆる角度から
太陽の光を浴びるため、酸味が少なく甘み
が強いいちごが楽しめる。
※30分食べ放題、要予約。

大森秀樹（園主）
090-5276-1110
ふたみ観光いちご園の会
http://www2.plala.or.jp/hutami
/

12月10日頃～6月上旬

【12月～3月】
中学生以上：1,500円
小学生：1,200円
2歳以上：800円
【4月～6月】
中学生以上：1,300円
小学生：1,000円
2歳以上：600円

伊予ICより国道378号を大洲方 高設栽培で楽に収穫でき、いちごが甘くて
面へ車で15分、信号より県道 きれい。バリアフリー対応。要予約。
221号を5分

伊予市
双海町上灘83

角田洋祐（園主）
089-986-1050
ふたみ観光いちご園の会
http://www2.plala.or.jp/hutami
/

1月中旬～5月末

【1月～4月上旬】
小学生以上：1,200円
2歳～6歳：700円
【4月上旬～5月末】
小学生以上:1,000円
2歳～6歳：600円

伊予ICより国道378号を大洲方 高設栽培で楽に収穫でき、いちごが甘くて
面へ車で15分、信号より県道 きれい。バリアフリー対応。要予約。
221号を5分

にっこりいちご園

伊予市
双海町上灘87

大畑義晴（園主）
089-986-1040
ふたみ観光いちご園の会
http://www2.plala.or.jp/hutami
/

2月上旬～6月上旬

【12月～3月】
中学生以上：1,500円
小学生：1,200円
2歳以上：800円
【4月～6月】
中学生以上：1,300円
小学生：1,000円
2歳以上：600円

伊予ICより国道378号を大洲方 高設栽培で楽に収穫でき、いちごが甘くて
面へ車で15分、信号より県道 きれい。バリアフリー対応。要予約。
221号を5分

まるイチゴファーム

伊予市
市場甲900

080-8873-7047

久万農業公園アグリピ
ア

久万高原町
下畑野川甲500

0892-41-0040

井上苺園
（kiki's苺ハウス）

今治市
上浦町甘崎379

090-2894-7216

いちご家おおもり

伊予市
双海町上灘甲9-1

いちご園みどり

1月下旬～5月中旬
【1月～3月】
（月曜定休、月曜が祝日の場 中学生以上：1,500円
合は開園）
小学生：1,200円
2歳以上：800円
【4月～5月】
中学生以上：1,300円
小学生：1,000円
2歳以上：600円
2/8～5/31（予定）
9:00～16:00
（月曜定休）

伊予ICより国道56号沿い双海 清潔で可愛らしい園内では新鮮なイチゴが
方面へ車で3分
60分食べ放題。園内ではイチゴスムージー
JR向井原駅より南西へ徒歩3 なども販売している。
分

中学生以上：1,400円（1,200
松山ICより国道33号･県道12 甘くておいしいいちご狩りが楽しめる。
円）
号･県道209号を経由し車で40 ※要予約
小学生：900円（800円）
分
幼児（3歳以上）：700円（600
円）
水曜日サービスデイの割引有
()は5月以降
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施設名

場所

問合せ先

開園時期

料金

エコファームうちこ

内子町
大瀬東3866

080-5667-2443

12月～5月（予定）
9:00～17:00
（祝祭日を除く火・金曜日定
休）

徳田いちご園

大洲市
東若宮8-8

090-4335-2925

川本いちご園

大洲市
菅田町成見

090-3784-0150

山本観光農園

宇和島市
津島町近家

南レク株式会社
0895-32-3344
http://www.nanreku.jp/

交通

備考

【土・日・祝日】
中学生以上：1,200円
小学生：1,000円
3歳以上：800円
【平日（土日祝日除く）】
中学生以上：1,100円
小学生：900円
3歳以上：700円

道の駅内子フレッシュパーク
「からり」より16km（20分）
国道379号を小田方面へ
国道及び道沿いに看板有り

さちのか、あまおとめ、紅ほっぺ、あきひめ
等がある。道路は幅を広くとっており、車椅
子やベビーカーでも利用できる。また、可動
式の棚で高さを調節できるため、自分の目
線でいちご狩りを楽しめる。
事前に電話予約が必要。

12月下旬～5月下旬
（祝祭日を除く木曜定休）

【12月】
中学生以上：1,800円
小学生：1,600円
2歳以上：1,300円
【1月～3月】
中学生以上：1,500円
小学生：1,300円
2歳以上：1,000円
【4月～5月】
小学生以上：1,300円
2歳以上：1,000円
団体（15名以上）割引あり

大洲ICより車で3分

時間無制限食べ放題。
高設栽培で立ったままいちご狩りが楽しめ
る。全面シート張りで足元も汚れず、ベビー
カー・車椅子でも利用できる。くつろぎス
ペース（ベンチ）あり。

1/1～5月上旬
（祝祭日を除く月曜定休）

【1月～3月】
中学生以上：1,500円
小学生：1,300円
2歳以上：1,000円
【4月～5月】
小学生以上：1,300円
2歳以上：1,000円
団体（15名以上）割引あり

大洲ICより車で15分

60分食べ放題。（平日は時間制限なし）
ハウス内は全面シート張りで足元が汚れな
い。立ったままイチゴ狩りが楽しめる。
※要予約

1/2～4/30
9:00～17:00
（最終受付時間は16:00）
※いちごがなくなり次第終了
※毎日利用受付（予約優先）
※いちごの生育状況により開
園期間が変更となる場合あり
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小学生以上：1,300円
JR宇和島駅よりバスで40分
3歳以上小学生未満及び75歳 津島高田ICより車で10分
以上：600円
※南楽園正門改札で｢いちご
狩り券(山本観光農園)を販売
(南楽園入園可能)

※60分食べ放題
※雨天決行
※予約優先のため、利用を予定の際は予
め連絡を。

