
●主要イベント「中止」の状況（4/14～4/16調べ）

開催日 イベント名 場　所

 4/21 菜の花まつり 翠波高原

 6/7 霧の森お茶まつり 霧の森

 6/21～28 新宮あじさい祭り 新宮町上山・中野地区

 7/13 かわのえ夏まつり花火大会 川之江港

 7/23～25 みなと祭 伊予三島商店街、三島港他

 8/15 土居夏まつり ふるさと広場(関川河川敷)

 4/18～6/21 企画展「パズル展・関連イベント」

 5/2～4 科学体験イベント

5月上旬～下旬 しゃく薬まつり マイントピア別子

 5/3～5 春は子ども天国 あかがねミュージアム他

 5月上旬 ゆらぎの森パーゴラ藤祭り 森林公園ゆらぎの森

 5月中旬 しゃく薬園と愛南町かつおまつり マイントピア別子

 4/13～17 ふれあい山菜ウォーク 石鎚ふれあいの里

 4/29 西条市産業文化フェスティバル 西条市中心市街地一円

 4/18～20 島四国へんろ市 大島一円(吉海町・宮窪町)

 4/18～19 伯方の春市 喜多浦八幡神社

 4/19 いまばり緑化フェア しまなみアースランド

 4/24～26 半島四国88ヵ所めぐり 今治市波方町一円

 4/29 藤まつり 大三島藤公園

5月上旬～下旬 今治地方春祭り 市内各神社

 5/9～10 第44回今治タオルフェア テクスポート今治

 5/9 第9回瀬戸内安芸灘とびしま海道“復興”ウォーキング 安芸灘とびしま海道

 5/17 かわら館フェスタ～バラまつり～ 瓦のふるさと公園かわら館

 5/16～17 バラ祭りよしうみ よしうみバラ公園

 5/24 春の大祭（波方地方） 波方町内各神社

 毎月21日 お大師参り 魚島全域

 4/21 島四国(弓削島) 弓削島全域

 4/25 お大師さん 岩城島全域

 4/26 島四国(佐島) 佐島全域

 4/27 お大師巡り 生名島全域

 5/5 薬師祭(おやくっさん) 弓削島久司浦東泉寺
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開催日 イベント名 場　所市町名

 4/27～28 あいあいフェス「Tシャツカラフルフェス」

 4/27～5/2 あいあいフェス「謎解き」

 4/27～5/6 あいあいフェス「タピオカチョコスムージー」

 4/29 あいあいフェス「大道芸・ワンワンとあそぼうショー」

 4/30 あいあいフェス「AWA泡フェス」

 5/2 あいあいフェス「プリキュアショー」

 5/3～6 あいあいフェス「謎解き」

 5/5 あいあいフェス「こどもの日菓子まき」

 5/12 紙ヒコーキに挑戦

 5/12 第34回リサイクルフリーマーケット

 4/12～6/16 企画展「猫と旅する写真展」

 1/18～4/26 コレクション展「花鳥画」他

 4/26.5/3 一日講座「はにわねこ」

 5/3 立岩ツツジまつり 立岩小学校・貫之山ツツジ園

 5/3～4 北条鹿島まつり 北条鹿島周辺

 4/18～19 第37回いよし花まつり

 4/25～26 ウェルピア伊予 春まつり

 5/5 ウェルピア伊予 こどもまつり

 6/6 「ほたるの里ふたみ」ほたる祭り 翠小学校グラウンド

 6/6.13.20 伊予市ふれあい土曜夜市 郡中駅前広場通り・灘町商店街

 6/6 伊予中山ホタルまつり 栗の里公園

 8/1～2 伊予市トライアスロン大会inふたみ ふたみシーサイド公園及び周辺

 4/26 商工会産業まつり 重信川河川敷(横河原)

 5/3～4 第55回えひめ花まつり 愛媛県農林水産研究所

偶数月の第4日曜 門前市 遊食祭くまくるまるしぇ 久万町商店街

 6/6 森のハーバルライフ 久万農業公園アグリピア

 4/23 義農祭 義農神社

 5/3 松前港祭 松前港龍姫神社

 毎週日曜日 ZOOタイム

 4/19 飼育の日イベント

 4/18～19 第37回砥部焼まつり ゆとり公園・砥伝産他

 5月上旬 村の駅五本松マルシェ 村の駅五本松

 6月上旬 外山ほたる祭 JA外山経済センター周辺

 6月中旬 水車庄屋坪内家花鑑賞＆蛍まつり 水車庄屋坪内家
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開催日 イベント名 場　所市町名

 毎月8日 やわたはま八日市 八幡浜市商店街

 4/20～21 川名津の柱松 川名津・天満神社

 4/29 二宮忠八翁飛行記念大会 双岩・市民スポーツパーク

 5/12～19 世界マーマレードアワード＆フェスティバル 旧白石和太郎洋館・みなっと

 5/25～26 やわたはま国際MTBレース 双岩市民スポーツパーク

4月～11月毎週日曜日 ポコペン横丁 おおず赤煉瓦館横

4月・5月の日祝日 臥龍の渡し 肱川

 5/17 ドラゴンボート大会 鹿野川湖

 7/21 水天宮花火大会 柚木・如法寺河原

 8/3 大洲川まつり花火大会夏の陣 肱川・肱南河原

 毎月第３日曜日 みかめびんびん市 みかめ海の駅「潮彩館」

奇数月の第3土曜 野村の「軽トラ市」 乙亥の里 乙亥会館

4月中旬～5月上旬 野村ダム鯉のぼり架け渡し 野村ダム朝霧湖

 4月下旬 バラ大師春大縁日 野村町阿下バラ大師

 4/29 第44回宇和れんげまつり 宇和町岩木「JR伊予石城駅」周辺

 5/3 第29回四国せいよ朝霧湖マラソン 西予市乙亥会館

 8/1 遊べや学べ明治の学校1日体験入学 卯之町開明学校

 5/2～6 ゴールデンウイークイベント 愛媛県歴史文化博物館

 4/20～21 内子夢ワイン祭 ぶじブドウ園くだもの広場

 4/28 川まつり筏流し 川登地区「いかだや」周辺

 5/5 いかざき大凧合戦 五十崎豊秋河原

 5/24 きららまつり 道の駅「伊方きらら館」

 5/30 佐田岬ふるさとウォーク 八幡浜市～伊方町

 3/23～4/30 山本牧場の芝桜まつり 山本牧場

 4/19 ふる里だんだんまつり 遊子・水ヶ浦地区

 4/29 全日本大学選抜相撲宇和島大会 宇和島市営闘牛場

 5/3 ヨットレースうわじまパールカップ 宇和島港

 5/4～5 伊達なうわじまお城まつり 宇和島城周辺

 7/18～19.24 うわじま牛鬼まつり 牛鬼ストリート他

 4/29 日吉グリーンフェスティバル 道の駅日吉夢産地

 5/3 鬼が城山系いやしのトレッキング 鬼が城山系

 5/3～5 愛南サッカーフェスティバル 南レク城辺公園

 5/4 一本松少年剣道大会 一本松交流促進センター

 5/10 ぎゅぎゅっと愛南！夏の陣 愛南漁協御荘支所

 5/22～23 西瀬戸グラウンドゴルフ交流大会 南レク城辺公園

 6/13 愛南町いやしの郷トライアスロン大会 愛南町西海地域

※4/16時点で把握している内容です。今後の状況により変更される可能性があります。

※詳細はＨＰ等でご確認ください。
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