
平成28年度「ふるさと愛媛学」共同企画

「えひめの記憶」を 
　　　   みる・はなす・きく

【お問い合わせ】 

 愛媛県教育委員会　生涯学習課研究科 

 松山市上野町甲650番地　愛媛県生涯学習センター内 

 ☎ 089-963-2111    FAX 089-963-4526 

 11月は、「えひめ教育月間」です。

　愛媛県内各地の生活や文化、産業などに関わる情報を、県民

で共有する「えひめの記憶」と捉え、県内の図書館や博物館等

でそれぞれ「えひめの記憶」に関連した展示や講座等を実施い

たします。

展示 大津絵いろいろ

10月８日(土)～平成29年１月15日(日)  
　　　愛媛県立図書館　４階ロビー

       愛媛県立図書館 
　　  ☎ 089-941-1441
問

講座
コミュニティカレッジ　愛媛の風土・文化財講座 

伊予万歳の歴史と現状そして課題

　10月23日(日) 13:30～15:3 0 
　　 愛媛県生涯学習センター 大研修室

       愛媛県生涯学習センター 
　　  ☎ 089-963-21 11
問

講座
平成28年度  別子銅山に関する本の解説講座

「別子銅山を読む」

　11月12日(土) 10:00～11:3 0 
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  

　　  ☎ 0897-32-1911
問

展示 巡回展「森に親しむ博物館」

　10月15日(土) ～11月6日(日)  

　　愛媛県総合科学博物館 ４階 自然館

       愛媛県総合科学博物館 
　　  ☎ 0897-40-4100
問

展  示 
その他

伊藤五百亀 
　　　　日彫展出品作品展

10月４日(火) ～平成29年３月25日(土)  
　　　　　　　　　　　　五百亀記念館

       五百亀記念館 
　　  ☎ 0897-53-1008
問

展示
宇摩のため池～今に伝わる江戸
時代のインフラ整備～

　10月1日(土) ～11月13日(日)  
　　　　　　かわのえ高原ふるさと館

       かわのえ高原ふるさと館 

　　  ☎ 0896-28-6260
問

展示
「別子銅山近代化の息吹 

　  ～明治14年写真帳の世界～」

　10月29日(土) ～12月4日(日)  
　　　　　　新居浜市広瀬歴史記念館

       新居浜市広瀬歴史記念館 
　　  ☎ 0897-40-6333
問

展示
秋の読書週間企画展　　　　　

「瀬戸内シネマの旅」

　10月22日(土) ～11月17日(木)  
　　　　　　今治市立大三島図書館

       今治市立大三島図書館 
　　  ☎ 0897-82-0506
問

展示
愛媛県総合教育センターのあゆ
みと現在の取組

　11月３日(木)～11月16日(水)  
愛媛県生涯学習センター１階アトリウム

       愛媛県総合教育センター 
　　  ☎ 089-909-7420
問

展示
特集展示「木版画ヒストリア　浮世絵か

ら創作版画・新版画へ」「山口晃展」

　９月１日(木)～11月20日(日)  

　愛媛県美術館　２階　展示室

       愛媛県美術館 
　　  ☎ 089-932-0010
問

展示 今治藩主 久松松平氏の世界

　10月22日(土) ～12月18日(日)  
　　　　　　　　　　　　 今治城

       一般財団法人 今治文化振興会 今治城 

　　  ☎ 0898-31-9233
問

展示
第10回企画展「近代国家制度の形成３ 　 

                   子規と帝国大学」

２月23日(火) ～平成29年２月19日(日)  
　　　　坂の上の雲ミュージアム

       坂の上の雲ミュージアム 
　　  ☎ 089-915-2601
問

展示 弓削町展

　11月12日(土)～１1月13日(日)  
上島町弓削体育館

       上島町教育委員会生涯学習課 
　　  ☎ 0897-77-2128
問

講演 ふるさと上島学講演会

　平成29年２月11日(土)  
せとうち交流館　多目的ホール

       上島町教育委員会生涯学習課 
　　  ☎ 0897-77-2128
問

　内容の詳細につきましては、「ふるさと愛媛学」ホームページ（愛媛県生涯学習センターホームページ内）からも
御覧いただけます。［アドレス　www.i-manabi.jp/furusato/ ］

展示 暁雨館企画展『伊予聖人「近藤篤山 

　　   展」と時代のニーズ展』

　９月17日(土) ～10月23日(日)  
　四国中央市暁雨館

       四国中央市暁雨館 

　　  ☎ 0896-28-6325
問

展示 暁雨館企画展「安藤正樂展」

12月10日(土) ～平成29年２月11日( 土)　
四国中央市暁雨館

       四国中央市暁雨館 

　　  ☎ 0896-28-6325
問

展示 「潮見冲天　水墨画展」

　10月30日( 日) ～11 月３日(木)　　　 

四国中央市暁雨館

       四国中央市暁雨館 
　　  ☎ 0896-28-6325
問

展示 企画展『生誕250年 
～篤山先生一代記～』

　10月16日( 日) ～1２月11日(日)　        

小松温芳図書館　２階　郷土資料室

       小松温芳図書館・郷土資料室 

　　  ☎ 0898-72-5634
問



展示
埋蔵文化財調査室 調査成果速報展 

文京遺跡の解明Ⅴ -畠作の始まり-

　11月2日(水) ～12月2６日(月)  
　　　　　　　愛媛大学ミュージアム

       愛媛大学ミュージアム 

　　  ☎ 089-927-8293
問

展示 土壇原遺跡群出土資料展

７月１日(金)～平成29年３月24日(金)  
愛媛県埋蔵文化財センター １階 展示室

        (公財)愛媛県埋蔵文化財センター 
　　  ☎ 089-911-0502
問

第９回いよし市民総合文化祭
＆ふるさとフェスティバル

       伊予市教育委員会社会教育課 
　　  ☎ 089-989-9872
問

展示 
その他

　10月29日(土)  
　　 　ウェルピア伊予　ウェルホール

講座 2016年度　湯築城歴史塾

　７月９日(土)～12月17日(土)  
　　　子規記念博物館　１階または４階

       湯築城資料館 
　　  ☎ 089-941-1480
問

講演 
その他

松山市立子規記念博物館　 

　　　　　　各種イベント

10月 １日(土)　まつやま子規亭 第三夜 

10月 ８日(土)～10月10日(月)  

　　　　　「のぼさんとあそぼ」秋祭り 

10月23日(日)  

　　　　第34回子規顕彰全国短歌大会表彰式 

11月23日(水)  
　　 第51回子規顕彰松山市小中高校生　　 
　　　　　　　　　　  俳句大会表彰式 
平成29年１月１日(日)  子規博のお正月

       松山市立子規記念博物館 
　　  ☎ 089-931-5566
問

展示 絹と綿

10月７日(金)～平成29年１月９日(月)  
東温市立歴史民俗資料館　第二展示室

       東温市立歴史民俗資料館 
　　  ☎ 089-964-0701
問

展示
特別展 発掘50年来住廃寺 

「松山の飛鳥・奈良時代」

　10月８日(土)～11月13日(日)  
　松山市考古館

       松山市考古館 

　　  ☎ 089-923-8777
問

展示
平成28年度 宇和先哲記念館特別展                    

                  「末光績(いさお)」展

９月10日(土) ～平成29年９月24日(日)  
　　　　　　　　　 宇和先哲記念館

       宇和先哲記念館  
　　  ☎ 0894-62-6700
問

展示
自転車ヒストリー 
　-夢と希望をペダルに乗せて-

　９月17日(土) ～11月 27日(日 )

       愛媛県歴史文化博物館 
　　  ☎ 0894-62-6222
問

南予の戦国乱世 
　　　　　－館蔵品を中心に－

講座
講演

平成28年度鬼北町埋蔵文化財活用事業 

『等妙寺ウォーキング』

　10月15日(土 ) 
   鬼北町中央公民館から出発

       鬼北町教育委員会教育課  
　　  ☎ 0895-45-1111
問

展示 二宮忠八生誕150年記念　　　　 
　　大空への挑戦 飛行機の発明と発展

　10月15日(土) ～11月20日(日)  
　八幡浜市民ギャラリー、郷土資料室

       八幡浜市教育委員会生涯学習課  
　　  ☎ 0894-36-3040
問

講演 講演会「佐田岬と　　　　　　　　　　　 
　　対岸交流アーカイブズ」

　10月1日(土)  
伊方町生涯学習センター ５階 多目的ホール

       町見郷土館  
　　  ☎ 0894-39-0241
問

展示
陶街道文化まつり 

「芸術文化フェスタ」

　10月29日(土)～10月30日(日)  
砥部町中央公民館

       砥部町中央公民館 
　　  ☎ 089-962-4822
問

その他

　10月29日(土)～10月30日(日)  
砥部焼伝統産業会館周辺

       砥部町産業振興課 
　　  ☎ 089-962-7288
問

陶街道文化まつり 

「秋の砥部焼まつり」 展示
陶街道文化まつり 

「広田ふるさとフェスタ」

　10月30日(日)  
ひろた交流センター

       砥部町産業振興課 
　　  ☎ 089-962-5667
問

展示

　６月17日(金) ～12月 25日(日 ) 

宇和島市立伊達博物館

       宇和島市立伊達博物館 
　　  ☎ 0895-22-7776
問

平成28年度後期展 

「幕末・明治、伊達家の唯美」 

平成28年度後期企画展「宇和島藩の医学」

展示

　９月10日(土) ～10月 10日(月)  

　　　　　　宇和島市立伊達博物館

       宇和島市立伊達博物館 
　　  ☎ 0895-22-7776
問

英国公使パークス来航150周年記念 

「

　　　　　  宇和島藩伊達家‒」

講座

　10月15日(土)  

　　　愛南町御荘文化センター

       愛南町教育委員会生涯学習課 
　　  ☎ 0895-73-1112
問

愛南町生涯学習講座 

「サンゴの定植と南水研の取組み」
講座

　12月17日(土)  

　　　愛南町御荘文化センター

       愛南町教育委員会生涯学習課 
　　  ☎ 0895-73-1112
問

愛南町生涯学習講座 

「愛南町のシシ垣から見た 
　　　　　　野生動物との攻防史」

展示 大洲ゆかりの文人・文学展

　９月17日(土)～12月25日(日 ) 
大洲市立博物館　４階　展示室

        大洲市立博物館 

　　  ☎ 0893-24-4107
問

展示
学芸サポーター活動成果報告展Ⅰ 

「上芳我家文書の世界 
　　　　 -古文書から読み取れること-」

平成29年1月29日(日)～３月５日(日)  
木蝋資料館　上芳我邸

       八日市・護国町並保存センター 
　　  ☎ 0893-44-5215
問

背景の写真を

紹介します

銅山川 
(四国中央市)

除ケの堰堤 
(東温市)

長浜大橋 
(大洲市長浜)

船戸川橋 
(西予市野村町)

ワーク 
ショップ

平成28年度  森の国文化祭

11月2日(水)～11月3日(木 )

        松野町教育委員会 
　　  ☎ 0895-42-1118
問

松野町山村開発町民センター 
松野町コミュニティセンター

久万高原町「猿楽遺跡」 

遺跡ウォーキング

       久万高原町教育委員会生涯学習班 

　　  ☎ 0892-21-0139
問

その他

　９月17日(土)  
「赤蔵ヶ池」集合地から「猿楽遺跡」まで
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