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●イベント情報●
久万美コレクション展Ⅰ「デッサンの虫－古茂田守介」

開催中 ～ 8 月 31 日（金）
【場所】町立久万美術館
【情報】時間：9 時 30 分～17 時 00 分 休館日：月曜、祝日の翌日
入館料：大人 500 円 高大生 400 円 小中生 300 円 ※団体など各種割引あり
【内容】生誕 100 周年を迎える松山市出身の画家・古茂田守介を特集します。
【問合せ先】町立久万美術館（TEL0892-21-2881）

第 52 回特別展「家の中のきらわれ生物

～天井裏と床下の百鬼夜行～」

開催中 ～ 9 月 2 日（日）
【場所】面河山岳博物館
【情報】時間：9 時 30 分～17 時（月曜休館）観覧料：一般 400 円、小中学生 200 円
【内容】ネズミやダニなど私たちの身近に潜む衛生動物たちについて、その生態や姿を詳しく紹介し
ます。彼らの優れた能力を知ることで、生物の進化や人間と自然の繋がりについて考えてみ
ましょう。
【問合せ先】面河山岳博物館（TEL0892-58-2130）
とうもろこし祭
8 月 12 日（日）
【場所】道の駅天空の郷さんさん
【情報】時間：9 時～ 無くなり次第終了
【内容】今が旬のとうもろこしを、おいしくお得に味わっていただけます。物産館前のテントでは、
焼きとうきびや焼きスイートコーンの販売、レストランやパン工房ではとうきびを使用した
メニューが登場します。
【問合せ先】道の駅天空の郷さんさん（TEL0892-21-3445）
ペルセウス座流星群を見よう
8 月 12 日（日） 雨天・曇天時中止
【場所】久万高原ふるさと旅行村・多目的広場（グラウンド）
【情報】参加料：大人 200 円、高校生以下 100 円（町内の小中学生無料） 時間：22 時～25 時
【内容】グランドに寝転がり、天体観測館職員による解説を聞きながら流れ星を観察するイベントで
す。天気が良ければ 1 時間に 30 個ほどの流れ星が観察できます。
【予約・問合せ先】久万高原天体観測館（TEL0892-41-0110）
みかわ納涼まつり 8 月 18 日（土） ※雨天中止
【場所】久万高原町役場美川支所周辺
【情報】時間：17 時 30 分～21 時 30 分
【内容】ステージでは、芸人によるパフォーマンスショーや地域住民による盆踊りが行われます。フ
ィナーレで御三戸嶽から打ち上げられる花火は、美しさと迫力のある独特の共鳴音で人気が
あり、地域内外から多くの見物客が訪れます。
【問合せ先】久万高原町ふるさと創生課（TEL0892-21-1111）
第 1 回久万高原芸術展
8 月 21 日（火）～ 30 日（木）
【場所】久万高原町まちなか交流館（キャラリーカフェ KIKUJIRO、久万青銅之廻廊）
【情報】時間：9 時～17 時 観覧料：まちなか交流館のみ無料
【内容】町在住の彫刻家・零駒無藏氏の作品を展示いたします。期間中はまちなか交流館にて作品を
展示するほか、一部期間においてギャラリーカフェ KIKUJIRO（22 日から 26 日）、久万青銅之
廻廊（24 日から 26 日）でも関連する展示が行われる予定です。
【問合せ先】久万高原町まちなか交流館（TEL0892-21-2015）
門前市遊食祭くまくるまるしぇ
8 月 26 日（日）
【場所】久万町商店街
【情報】時間：10 時～14 時
【内容】町内外から様々な業者が出店し、こだわりのグルメや便利な生活雑貨を対面販売します。今
回は夏休み特別企画として、アマゴのつかみ取りなども予定しておりますので、是非お越し
ください。
【問合せ先】久万高原町まちなか交流館（TEL0892-21-2061）

裏面も参考にしてね！

その他の情報
キャニオニング（川遊び）
【場所】面河渓
【料金】大人 7,000 円 小中高生 5,000 円 ※ハイシーズンは 500 円増額
【時間】午前：9 時 30 分から 12 時 30 分
午後：13 時 30 分から 16 時 30 分
【情報】面河渓では、奇岩やエメラルドグリーンに輝く独特の水質など、大自然を満喫しながら半日
で楽しめるキャニオニング体験を開催しています。コースには急な登り坂もないため、普段
あまり運動していない方でも無理なくご参加いただけます。
（要予約）
【予約・問合せ先】グッドリバー株式会社（TEL0895-30-2250）
久万高原町で農家のオシゴト体験 参加者募集中 8 月 25 日（土）26 日（日）
【場所】
（1 日目）正岡りんご園、ふるさと旅行村 （2 日目）久万町商店街
【情報】参加費：各日 1,000 円（保護者同伴は 1 人につき 500 円） 対象：小学 4 年生～6 年生
【内容】1 日目に野菜の収穫及びカレー作り、ピザ焼き体験、2 日目は商店街のイベントで手作りカレ
ーの販売体験を行います。
【申し込み・問合せ先】久万高原町観光協会（TEL0892-21-1192）
スタンプラリー 久万高原ぐるっと 3 駅めぐり 2018 開催中 ～ 11 月 23 日（金）
【場所】販売施設：①おもごふるさとの駅 ②道の駅天空の郷さんさん ③道の駅みかわ
ゴール：石鎚神社土小屋遥拝殿（御朱印） ミニスタンプポイント町内 7 カ所
【料金】台紙（檜板）500 円
【情報】町内の道の駅 3 カ所をまわり、各駅のオリジナルスタンプを集めていただくスタンプラリー
で、ゴールの石鎚神社土小屋遥拝殿では、台紙に御朱印を記入してもらえます。また、完走
者の中から抽選で 100 名様に町の特産品などをプレゼントします。今年はミニスタンプポイ
ントが 7 カ所設置され、すべてまわると景品の当選率が更にアップします。
【問合せ先】道の駅天空の郷さんさん（TEL0892-21-3445）

キャンプ場情報
○千本高原キャンプ場（久万高原町下畑野川 ※竹森ガーデンに向かう途中）
【情報】見晴らしの良い高台にあるキャンプ場。10 名以上で利用される場合は利用申請が必要です。
利用料：無料 利用時間：フリー 設備：水洗トイレ、炊事場 オートキャンプ可
【問合せ先】久万高原町ふるさと創生課（TEL0892-21-1111）
○久万高原ふるさと旅行村キャンプ場（久万高原町下畑野川乙 488）
【情報】ふるさと旅行村の施設内にあり設備も充実しています。
利用料：1 区画 540 円 利用時間：15 時～9 時 設備：トイレ、炊事場
【問合せ先】久万高原町ふるさと旅行村（TEL0892-41-0711）
○鉄砲石川キャンプ場（久万高原町若山 ※面河渓鉄砲石川ルート沿い）
【情報】面河渓の遊歩道沿いにあるキャンプ場。車の乗り入れは不可。
利用料：無料 利用時間：フリー 設備：水洗トイレ、炊事場
【問合せ先】渓泉亭面河茶屋（TEL0892-58-2511）
○五段高原・姫鶴平キャンプ場（久万高原町西谷 ※四国カルスト内）
【情報】標高約 1,400m の四国カルストにあるキャンプ場。夜は満天の星空を眺められる。
利用料：1 日 500 円 利用時間：16 時～10 時 設備：トイレ、炊事場 オートキャンプ可
【問合せ先】姫鶴荘（TEL0892-55-0057）
道路情報
（最新の情報は右記 HP 参照 http://www.skr.mlit.go.jp/road/info/）
石鎚スカイライン・・・夜間通行止め
通行可能時間：7 時～19 時
片側交互通行規制 関門から 5.2km 地点付近約 40m 区間

四国カルスト林道東津野城川線：久万高原西谷猪伏～高知県天狗高原
・・・災害のため通行止め（解除未定）
※久万高原町からは地芳峠より姫鶴平にアクセスするルートをご利用ください。

ガソリンスタンド日曜日当番
8月12日：山本石油

8月19日：今井石油

8月26日：倉橋石油

9月2日：山本石油

在宅当番医
8月11日：久万高原町立病院
8月26日：久万高原町立病院

8月12日：西本医院
9月 2日：みかわクリニック

発行元：久万高原町ふるさと創生課商工観光班(TEL0892-21-1111)

8月19日：みかわクリニック
9月 9日：うつのみや内科

