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❶吉田伊達広場イルミネーション
点灯期間 令和４年12月11日（日）～ 令和５年１月中旬

❸パークイルミネーション in 須ノ川
点灯期間 令和４年12月17日（土）～ 令和５年１月31日（火）

点灯期間 令和４年12月17日（土）～ 令和５年１月 16日（月）

点灯期間 令和４年11月27日（日）～ 令和５年１月3日（火）

❷三間の中山池自然公園イルミネーション

平成30年７月豪雨災害で大きな被害を受けた吉田三間地域の商工会が実施するライトアップイベント。 昨年の実施にあたっては、きずな博クラウド
ファンディングで、全国の方々から温かいご支援をいただきました。 感謝の気持ちを込めて、今年も会場を明るく灯します。中山池自然公園では、きずな
博最終日となる12月25日（日）に、花火による演出も実施します。

今年、指定50周年を迎える足摺宇和海国立公園内にあり、愛南町を代
表する自然公園である須ノ川公園を新たにライトアップします。 12月17
日（土）の点灯式では、愛南町の特産品販売等を実施。ゆらり内海の２階
休憩室からはライトアップ会場が一望できます。

日本でも有数の真珠の生産地 宇和海で生
産される宇和島真珠の加工・販売店です。
レストランでは新鮮な海の幸や宇和島の郷
土料理も味わえます。

本を読んだり、音楽を聴いたり、台所で料理
をしたり。小さな海辺の集落の生活をゆっく
りと楽しむことができるゲストハウスです。

「みま米」をはじめ地元の特産品や南予地
方・四万十川流域のおみやげを数多く取り
揃えています。炊きたてご飯が味わえる「か
まど ＤＥ みま米」も体験できます。

ハイウェイレストラン 宇和島・真珠会館 凪ハウス 道の駅みま

柑橘や宇和島じゃこ天などの特産品が購
入できるほか、フードコートでは宇和島鯛め
しが味わえます。西日本唯一、北海道のチョ
コレートメーカー「ロイズ」の通年販売も。

オーナーの「宇和島（Uwajima）を訪れるあな
た（You）にとって、ゲストハウスでの思わぬ出
会いが、日常をさらに彩る一生の宝物になる
ように」との思いが名前の由来です。

和太鼓や牛鬼などの郷土芸能披露をはじ
め、ファミリーパークの 夜 間 営 業やイルミ
ネーションの飾りつけを行います。

道の駅みなとオアシスうわじまきさいや広場 DearU えひめ南予きずな博メモリアルイベント in 南レク
日時：令和４年 12 月 18 日（日）11時～ 20 時
場所：南楽園ファミリーパーク

媛っこ地鶏や愛南び
やびやカツオなど、愛
媛のブランド食材が
味わえるレストランをはじめ、清らか
な宇和海の潮湯が楽しめるお風呂、
ゆらりアイスなど、魅力満載です。

海 釣りや ジビ エＢＢＱ、
ジューガイツアーなど、食・
学び・遊びに特化した滞在型アクティビ
ティが体験できるほか、Wi-Fi完備でテレ
ワークもできるゲストハウスです。

須ノ川公園から車で５分、国道56号線沿線にある「DE・あ・い・21」でも
約１万個の光が灯り、愛南の夜を飾ります。

ゆらり内海 ゲストハウス
カイタク舎

❹パールイルミネーション in DE・あ・い・21

開催MAP

土12月24日 ～ 日12月25日

卯之町駅～宇和島駅間は車両リニューアル後初運行

開場/14：00 開演/15：00

※来場には、有料チケットの購入が必要となります

12月24日土
西予市宇和文化会館場所

宇和島市 中山池自然公園
きずな博の開催を記念し、きずなツリー（モミの木）を植樹します。

大洲市 鹿野川荘 西予市 乙亥会館では

開場/15:00
開演/15:30

主催/えひめ南予きずな博実行委員会、一般財団法人自治総合センター　後援/総務省

令和４年

やのひろみ
メインパーソナリティ

和　牛
メインパーソナリティ
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❶吉田伊達広場イルミネーション
点灯期間 令和４年12月11日（日）～ 令和５年１月中旬

❸パークイルミネーション in 須ノ川
点灯期間 令和４年12月17日（土）～ 令和５年１月31日（火）

点灯期間 令和４年12月17日（土）～ 令和５年１月 16日（月）

点灯期間 令和４年11月27日（日）～ 令和５年１月3日（火）

❷三間の中山池自然公園イルミネーション

平成30年７月豪雨災害で大きな被害を受けた吉田三間地域の商工会が実施するライトアップイベント。 昨年の実施にあたっては、きずな博クラウド
ファンディングで、全国の方々から温かいご支援をいただきました。 感謝の気持ちを込めて、今年も会場を明るく灯します。中山池自然公園では、きずな
博最終日となる12月25日（日）に、花火による演出も実施します。

今年、指定50周年を迎える足摺宇和海国立公園内にあり、愛南町を代
表する自然公園である須ノ川公園を新たにライトアップします。 12月17
日（土）の点灯式では、愛南町の特産品販売等を実施。ゆらり内海の２階
休憩室からはライトアップ会場が一望できます。

日本でも有数の真珠の生産地 宇和海で生
産される宇和島真珠の加工・販売店です。
レストランでは新鮮な海の幸や宇和島の郷
土料理も味わえます。

本を読んだり、音楽を聴いたり、台所で料理
をしたり。小さな海辺の集落の生活をゆっく
りと楽しむことができるゲストハウスです。

「みま米」をはじめ地元の特産品や南予地
方・四万十川流域のおみやげを数多く取り
揃えています。炊きたてご飯が味わえる「か
まど ＤＥ みま米」も体験できます。

ハイウェイレストラン 宇和島・真珠会館 凪ハウス 道の駅みま

柑橘や宇和島じゃこ天などの特産品が購
入できるほか、フードコートでは宇和島鯛め
しが味わえます。西日本唯一、北海道のチョ
コレートメーカー「ロイズ」の通年販売も。

オーナーの「宇和島（Uwajima）を訪れるあな
た（You）にとって、ゲストハウスでの思わぬ出
会いが、日常をさらに彩る一生の宝物になる
ように」との思いが名前の由来です。

和太鼓や牛鬼などの郷土芸能披露をはじ
め、ファミリーパークの 夜 間 営 業やイルミ
ネーションの飾りつけを行います。

道の駅みなとオアシスうわじまきさいや広場 DearU えひめ南予きずな博メモリアルイベント in 南レク
日時：令和４年 12 月 18 日（日）11時～ 20 時
場所：南楽園ファミリーパーク

媛っこ地鶏や愛南び
やびやカツオなど、愛
媛のブランド食材が
味わえるレストランをはじめ、清らか
な宇和海の潮湯が楽しめるお風呂、
ゆらりアイスなど、魅力満載です。

海 釣りや ジビ エＢＢＱ、
ジューガイツアーなど、食・
学び・遊びに特化した滞在型アクティビ
ティが体験できるほか、Wi-Fi完備でテレ
ワークもできるゲストハウスです。

須ノ川公園から車で５分、国道56号線沿線にある「DE・あ・い・21」でも
約１万個の光が灯り、愛南の夜を飾ります。

ゆらり内海 ゲストハウス
カイタク舎

❹パールイルミネーション in DE・あ・い・21

開催MAP

土12月24日 ～ 日12月25日

卯之町駅～宇和島駅間は車両リニューアル後初運行

開場/14：00 開演/15：00

※来場には、有料チケットの購入が必要となります

12月24日土
西予市宇和文化会館場所

宇和島市 中山池自然公園
きずな博の開催を記念し、きずなツリー（モミの木）を植樹します。

大洲市 鹿野川荘 西予市 乙亥会館では

開場/15:00
開演/15:30

主催/えひめ南予きずな博実行委員会、一般財団法人自治総合センター　後援/総務省
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大 洲 市

伊 方 町

八 幡 浜 市 西 予 市

鬼 北 町

松 野 町

内 子 町

点灯期間 令和４年12月3日（土）～ 令和5年1月13日（金）

大洲市肱川町の中心部にある鹿野川大橋のたもとにイルミネーション
を飾りつけます。鹿野川大橋は、平成30年７月豪雨災害で被災しまし
たが、令和２年11月に復旧しています。

点灯期間 令和４年12月17日（土）～ 令和５年1月4日（水）

みかんの産地・八幡浜を日本での「クリスマスオレンジの聖地」と位置づ
け、みかんの価値を高めると同時に、より多くの消費拡大を目指したクリス
マスイベントとして、12月17日（土）に開催します。屋台村や、みかんクイ
ズ、コンサート等のステージイベントをお楽しみください。また、敷地内では
約20,000個のみかんを使った「みかんオブジェ」を設置。今年は竹灯り
が施されたツリーも出現し、ともに年明けの1月4日（水）まで灯されます。

柑橘やじゃこ天などの特産品をはじめ、八
幡浜ちゃんぽん、石窯ベーカリーの焼きたて
パンなどが味わえます。新鮮な海の幸を浜
値で買えるどーや市場もおすすめです。

築70年の民家をオシャレで機能的に改装
した一軒家では、テレワークができる設備・
個室があり、宿泊もできるコワーキングス
ペースです。

道の駅みなとオアシス 八幡浜みなっと コダテル 八幡浜黒湯温泉みなと湯

中国・四国地方では初となる「黒湯（モール
泉）」という珍しい泉質の温泉が湧出している
温泉施設です。

点灯期間 令和４年12月3日（土）～令和５年１月29日（日） 点灯期間 令和４年12月10日（土）～令和５年１月29日（日）

イルミネーションタワーや光のアーチなどフォトスポット盛りだくさん。伊方
港には幻想的な光景が広がり、いつもとは違う華やかな街に生まれ変わ
ります。12月３日（土）には点灯式も実施します。

12月10日（土）に実施する点灯式では、来場者がキャンドルなどを制作し、装
飾として会場に展示できるなどの参加型イベントを実施するほか、飲食ブース
の出店、地元高校生によるブラスバンド演奏などを実施します。

魚にエサをやることができるふれあい水槽、
バーチャル水族館のきららアクアリウムなど
があり、宇和海と瀬戸内海を一望できる半
島ならではの展望デッキは特におすすめ。

日本一細長い佐田岬半島にある温泉。地下
1,500mから豊富に湧き出る湯が疲れをほぐ
し、身も心も気分爽快にさせてくれます。簡易
宿泊施設もあります。

鮮度抜群のしらすや魚介が味わえる食堂に
は屋外テラス席もあり、三崎港が一望できま
す。直売所では柑橘や加工品、魚介類など
海の幸、山の幸も購入できます。

道の駅 伊方きらら館 亀ヶ池温泉 佐田岬はなはな

気軽に別荘体験！眼下に宇和海が広がる絶
景のログハウスです。セットの貸し出しもあ
り、食材や紙皿などを持参すれば、指定ス
ペースでBBQも楽しめます。

空き家になっていた元造り酒屋の大屋敷を
「わが家」のように過ごしてもらいたいと地域
の人たちが協力して、改修工事を行い、1日
限定1組の宿として運営しています。

瀬戸アグリトピア 二名津わが家亭

「佐田岬の自然と共に生き、佐田岬の旬の食
材を、美味しく提供する」という想いを持った
お店です。佐田岬の海の幸･山の幸を存分
に味わってください。

まりーな亭

❽ 卯の年
　 卯之町駅
　 ライトアップ 1 わらぐろ

　 イルミネーション

❾ わらマンモス、
　 わらぐろライトアップ

点灯期間 令和４年12月10日（土）～令和5年12月31日（日）
点灯期間 令和４年12月1日（木）～令和5年1月31日（火）

来年の「卯の年」にちなみ、全国で唯一「卯」の漢字が使われているＪＲ
卯之町駅舎の軒先などに、ウサギをモチーフにした提灯を飾ります。

西予市ならではの食材やメニューが味わえるチャレン
ジショップ、特産品が購入できるどんぶり館駅前店あお
ぞらなどが出店するおもてなしと地域の交流拠点です。

古い町並みの中にある築100年以上の古
民家をリノベーションし生まれ変わった、と
てもカジュアルなイタリアンバールです。

ゆるりあん 卯之町バール OTO 民宿　おめぐり庵

オーナー自らが改装を手がけた古民家の宿です。
陽当たりの良い庭に面した縁側から、四季折 の々
花や木、やさしく吹き抜ける風をお楽しみください。

1 近永駅周辺賑わいイルミネーション

点灯期間 令和４年12月10日（土）～12月25日（日）

JR近永駅周辺にある鬼北町展示交流施設「アエレールき
ほく」や最寄りの商店などをライトアップします。12月10日
（土）には関係施設でクリスマスイベントも開催します。

JR近永駅から徒歩1分。築150年の古民家をリノベー
ションした宿泊可能なコワーキングスペースです。Wi-Fi
はもちろん、プリンターやシュレッダーなどの設備も充実。

大浴場の窓から成川渓谷の自然美を堪能しな
がら温泉にひたれるのが魅力。浴槽には渓谷の
石を使い、水風呂には沢の水を使用しています。

warmth 高月温泉 道の駅広見森の三角ぼうし

きじカレーが味わえる彩り茶屋、産直野菜が買え
る青空コーナーなどがあり、施設正面には5ｍの
鬼のモニュメント「鬼王丸」が設置されています。

 道の駅虹の森公園まつの ウィンターイルミネーション 2022

点灯期間 令和４年11月26日（土）～令和5年１月９日（月・祝）

虹の森公園を、森の国ぽっぽ温泉やJR松丸駅から見える
ようにライトアップします。12月24日（土）18時と19時には、
おさかな館でペンギンさんとの記念撮影会もあります。

四万十川をテーマにした淡水魚水族館であるおさかな館
をはじめ、直売所のかごもり市場、手ぶらでBBQが味わ
えるBBQガーデンまつのなど、盛りだくさんの施設です。

全国的にも珍しいJR松丸駅構内にある温泉施設
です。無料の足湯も駅前にあり、滑床渓谷や河後
森城跡など、観光後に疲れを癒すのに最適です。

道の駅虹の森公園まつの 森の国ぽっぽ温泉 あざみ野

滑床渓谷まで約6.5km、山奥の静かなところに
ある築60年の日本家屋の民宿です。蔵や囲み廊
下のある昔ながらの家でのんびり過ごせます。

1 肱川ウインターイルミネーション 2022

鹿野川湖畔を眺望できる温泉や宿、肱川の
旬の食材が味わえるレストランなど充実し
た観光施設です。

肱川ラーメンや産直野菜の物産販売など、
肱川が育む豊かな自然とおいしい味を堪能
できます。12月24日（土）にはクリスマス会
も開催します。

鹿野川荘 道の駅清流の里ひじかわ

豊かな大自然の中に佇む歴史ある温泉宿
です。湯元の発見は1861年といわれ、創業
は明治9年、大正中頃に建てられた本館は
国の登録有形文化財に指定されています。

小薮温泉

1 スバルイルミネーション

点灯期間 令和４年11月20日（日）～ 令和５年１月20日（金）

今年で23回目を迎える小田自治センタースバルのライト
アップイベントです。今回新たにサウンドストーンやブラン
コタイプのオブジェなど、子どもから大人まで楽しめる体験
型イルミネーションを導入します。

肉厚の原木椎茸など、地元産農産物をはじ
め、同駅プロデュースの加工商品「オダメイ
ド」を販売しています。隣接するかじか亭で
は、名物のたらいうどんが味わえます。

林業のまち内子小田地区にある宿泊施設。
昭和期に小田の林業・製材業の発展を支
えた二宮家の仕事場兼住居を改修した昭
和の暮らしが感じられる宿です。

道の駅小田の郷せせらぎ 小田二宮邸

四国最長となる全長1,200mのロングコー
スや広く緩やかなファミリーコースなど、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です。

SOL-FA オダスキーゲレンデ

❺クリスマスオレンジフェスティバル 2022 in 八幡浜みなっと

ＪＲ伊予石城駅周辺でわらぐろのライトアップなどを実施します。

佐田岬ワンダーイルミネーション 2022-2023

❻ 伊方町役場前埋立地会場 ❼ 佐田岬はなはな会場

いよいよ令和 4 年 12月25日まで、「きずな博プロジェクト」で南予を巡ろう。

宇和海道七駅物語＆奥伊予・四万十街道スタンプラリーも開催中

営む人たちのアイデアや思

いが詰まったユニークな宿

に泊まろう。

ユニークステイ

地域のキーマンとの交流や

体験メニューなどが楽しめ

る個性豊かな宿に出会って

みよう。

個性豊かなゲストハウス

南予各地の加盟400店舗以上

でお得な特典が受けられる。

カードは加盟店舗で購入

(1枚500円)。

えひめ南予きずなカード



大 洲 市

伊 方 町

八 幡 浜 市 西 予 市

鬼 北 町

松 野 町

内 子 町

点灯期間 令和４年12月3日（土）～ 令和5年1月13日（金）

大洲市肱川町の中心部にある鹿野川大橋のたもとにイルミネーション
を飾りつけます。鹿野川大橋は、平成30年７月豪雨災害で被災しまし
たが、令和２年11月に復旧しています。

点灯期間 令和４年12月17日（土）～ 令和５年1月4日（水）

みかんの産地・八幡浜を日本での「クリスマスオレンジの聖地」と位置づ
け、みかんの価値を高めると同時に、より多くの消費拡大を目指したクリス
マスイベントとして、12月17日（土）に開催します。屋台村や、みかんクイ
ズ、コンサート等のステージイベントをお楽しみください。また、敷地内では
約20,000個のみかんを使った「みかんオブジェ」を設置。今年は竹灯り
が施されたツリーも出現し、ともに年明けの1月4日（水）まで灯されます。

柑橘やじゃこ天などの特産品をはじめ、八
幡浜ちゃんぽん、石窯ベーカリーの焼きたて
パンなどが味わえます。新鮮な海の幸を浜
値で買えるどーや市場もおすすめです。

築70年の民家をオシャレで機能的に改装
した一軒家では、テレワークができる設備・
個室があり、宿泊もできるコワーキングス
ペースです。

道の駅みなとオアシス 八幡浜みなっと コダテル 八幡浜黒湯温泉みなと湯

中国・四国地方では初となる「黒湯（モール
泉）」という珍しい泉質の温泉が湧出している
温泉施設です。

点灯期間 令和４年12月3日（土）～令和５年１月29日（日） 点灯期間 令和４年12月10日（土）～令和５年１月29日（日）

イルミネーションタワーや光のアーチなどフォトスポット盛りだくさん。伊方
港には幻想的な光景が広がり、いつもとは違う華やかな街に生まれ変わ
ります。12月３日（土）には点灯式も実施します。

12月10日（土）に実施する点灯式では、来場者がキャンドルなどを制作し、装
飾として会場に展示できるなどの参加型イベントを実施するほか、飲食ブース
の出店、地元高校生によるブラスバンド演奏などを実施します。

魚にエサをやることができるふれあい水槽、
バーチャル水族館のきららアクアリウムなど
があり、宇和海と瀬戸内海を一望できる半
島ならではの展望デッキは特におすすめ。

日本一細長い佐田岬半島にある温泉。地下
1,500mから豊富に湧き出る湯が疲れをほぐ
し、身も心も気分爽快にさせてくれます。簡易
宿泊施設もあります。

鮮度抜群のしらすや魚介が味わえる食堂に
は屋外テラス席もあり、三崎港が一望できま
す。直売所では柑橘や加工品、魚介類など
海の幸、山の幸も購入できます。

道の駅 伊方きらら館 亀ヶ池温泉 佐田岬はなはな

気軽に別荘体験！眼下に宇和海が広がる絶
景のログハウスです。セットの貸し出しもあ
り、食材や紙皿などを持参すれば、指定ス
ペースでBBQも楽しめます。

空き家になっていた元造り酒屋の大屋敷を
「わが家」のように過ごしてもらいたいと地域
の人たちが協力して、改修工事を行い、1日
限定1組の宿として運営しています。

瀬戸アグリトピア 二名津わが家亭

「佐田岬の自然と共に生き、佐田岬の旬の食
材を、美味しく提供する」という想いを持った
お店です。佐田岬の海の幸･山の幸を存分
に味わってください。

まりーな亭

❽ 卯の年
　 卯之町駅
　 ライトアップ 1 わらぐろ

　 イルミネーション

❾ わらマンモス、
　 わらぐろライトアップ

点灯期間 令和４年12月10日（土）～令和5年12月31日（日）
点灯期間 令和４年12月1日（木）～令和5年1月31日（火）

来年の「卯の年」にちなみ、全国で唯一「卯」の漢字が使われているＪＲ
卯之町駅舎の軒先などに、ウサギをモチーフにした提灯を飾ります。

西予市ならではの食材やメニューが味わえるチャレン
ジショップ、特産品が購入できるどんぶり館駅前店あお
ぞらなどが出店するおもてなしと地域の交流拠点です。

古い町並みの中にある築100年以上の古
民家をリノベーションし生まれ変わった、と
てもカジュアルなイタリアンバールです。

ゆるりあん 卯之町バール OTO 民宿　おめぐり庵

オーナー自らが改装を手がけた古民家の宿です。
陽当たりの良い庭に面した縁側から、四季折 の々
花や木、やさしく吹き抜ける風をお楽しみください。

1 近永駅周辺賑わいイルミネーション

点灯期間 令和４年12月10日（土）～12月25日（日）

JR近永駅周辺にある鬼北町展示交流施設「アエレールき
ほく」や最寄りの商店などをライトアップします。12月10日
（土）には関係施設でクリスマスイベントも開催します。

JR近永駅から徒歩1分。築150年の古民家をリノベー
ションした宿泊可能なコワーキングスペースです。Wi-Fi
はもちろん、プリンターやシュレッダーなどの設備も充実。

大浴場の窓から成川渓谷の自然美を堪能しな
がら温泉にひたれるのが魅力。浴槽には渓谷の
石を使い、水風呂には沢の水を使用しています。

warmth 高月温泉 道の駅広見森の三角ぼうし

きじカレーが味わえる彩り茶屋、産直野菜が買え
る青空コーナーなどがあり、施設正面には5ｍの
鬼のモニュメント「鬼王丸」が設置されています。

 道の駅虹の森公園まつの ウィンターイルミネーション 2022

点灯期間 令和４年11月26日（土）～令和5年１月９日（月・祝）

虹の森公園を、森の国ぽっぽ温泉やJR松丸駅から見える
ようにライトアップします。12月24日（土）18時と19時には、
おさかな館でペンギンさんとの記念撮影会もあります。

四万十川をテーマにした淡水魚水族館であるおさかな館
をはじめ、直売所のかごもり市場、手ぶらでBBQが味わ
えるBBQガーデンまつのなど、盛りだくさんの施設です。

全国的にも珍しいJR松丸駅構内にある温泉施設
です。無料の足湯も駅前にあり、滑床渓谷や河後
森城跡など、観光後に疲れを癒すのに最適です。

道の駅虹の森公園まつの 森の国ぽっぽ温泉 あざみ野

滑床渓谷まで約6.5km、山奥の静かなところに
ある築60年の日本家屋の民宿です。蔵や囲み廊
下のある昔ながらの家でのんびり過ごせます。

1 肱川ウインターイルミネーション 2022

鹿野川湖畔を眺望できる温泉や宿、肱川の
旬の食材が味わえるレストランなど充実し
た観光施設です。

肱川ラーメンや産直野菜の物産販売など、
肱川が育む豊かな自然とおいしい味を堪能
できます。12月24日（土）にはクリスマス会
も開催します。

鹿野川荘 道の駅清流の里ひじかわ

豊かな大自然の中に佇む歴史ある温泉宿
です。湯元の発見は1861年といわれ、創業
は明治9年、大正中頃に建てられた本館は
国の登録有形文化財に指定されています。

小薮温泉

1 スバルイルミネーション

点灯期間 令和４年11月20日（日）～ 令和５年１月20日（金）

今年で23回目を迎える小田自治センタースバルのライト
アップイベントです。今回新たにサウンドストーンやブラン
コタイプのオブジェなど、子どもから大人まで楽しめる体験
型イルミネーションを導入します。

肉厚の原木椎茸など、地元産農産物をはじ
め、同駅プロデュースの加工商品「オダメイ
ド」を販売しています。隣接するかじか亭で
は、名物のたらいうどんが味わえます。

林業のまち内子小田地区にある宿泊施設。
昭和期に小田の林業・製材業の発展を支
えた二宮家の仕事場兼住居を改修した昭
和の暮らしが感じられる宿です。

道の駅小田の郷せせらぎ 小田二宮邸

四国最長となる全長1,200mのロングコー
スや広く緩やかなファミリーコースなど、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です。

SOL-FA オダスキーゲレンデ

❺クリスマスオレンジフェスティバル 2022 in 八幡浜みなっと

ＪＲ伊予石城駅周辺でわらぐろのライトアップなどを実施します。

佐田岬ワンダーイルミネーション 2022-2023

❻ 伊方町役場前埋立地会場 ❼ 佐田岬はなはな会場

いよいよ令和 4 年 12月25日まで、「きずな博プロジェクト」で南予を巡ろう。

宇和海道七駅物語＆奥伊予・四万十街道スタンプラリーも開催中

営む人たちのアイデアや思

いが詰まったユニークな宿

に泊まろう。

ユニークステイ

地域のキーマンとの交流や

体験メニューなどが楽しめ

る個性豊かな宿に出会って

みよう。

個性豊かなゲストハウス

南予各地の加盟400店舗以上

でお得な特典が受けられる。

カードは加盟店舗で購入

(1枚500円)。

えひめ南予きずなカード



大 洲 市

伊 方 町

八 幡 浜 市 西 予 市

鬼 北 町

松 野 町

内 子 町

点灯期間 令和４年12月3日（土）～ 令和5年1月13日（金）

大洲市肱川町の中心部にある鹿野川大橋のたもとにイルミネーション
を飾りつけます。鹿野川大橋は、平成30年７月豪雨災害で被災しまし
たが、令和２年11月に復旧しています。

点灯期間 令和４年12月17日（土）～ 令和５年1月4日（水）

みかんの産地・八幡浜を日本での「クリスマスオレンジの聖地」と位置づ
け、みかんの価値を高めると同時に、より多くの消費拡大を目指したクリス
マスイベントとして、12月17日（土）に開催します。屋台村や、みかんクイ
ズ、コンサート等のステージイベントをお楽しみください。また、敷地内では
約20,000個のみかんを使った「みかんオブジェ」を設置。今年は竹灯り
が施されたツリーも出現し、ともに年明けの1月4日（水）まで灯されます。

柑橘やじゃこ天などの特産品をはじめ、八
幡浜ちゃんぽん、石窯ベーカリーの焼きたて
パンなどが味わえます。新鮮な海の幸を浜
値で買えるどーや市場もおすすめです。

築70年の民家をオシャレで機能的に改装
した一軒家では、テレワークができる設備・
個室があり、宿泊もできるコワーキングス
ペースです。

道の駅みなとオアシス 八幡浜みなっと コダテル 八幡浜黒湯温泉みなと湯

中国・四国地方では初となる「黒湯（モール
泉）」という珍しい泉質の温泉が湧出している
温泉施設です。

点灯期間 令和４年12月3日（土）～令和５年１月29日（日） 点灯期間 令和４年12月10日（土）～令和５年１月29日（日）

イルミネーションタワーや光のアーチなどフォトスポット盛りだくさん。伊方
港には幻想的な光景が広がり、いつもとは違う華やかな街に生まれ変わ
ります。12月３日（土）には点灯式も実施します。

12月10日（土）に実施する点灯式では、来場者がキャンドルなどを制作し、装
飾として会場に展示できるなどの参加型イベントを実施するほか、飲食ブース
の出店、地元高校生によるブラスバンド演奏などを実施します。

魚にエサをやることができるふれあい水槽、
バーチャル水族館のきららアクアリウムなど
があり、宇和海と瀬戸内海を一望できる半
島ならではの展望デッキは特におすすめ。

日本一細長い佐田岬半島にある温泉。地下
1,500mから豊富に湧き出る湯が疲れをほぐ
し、身も心も気分爽快にさせてくれます。簡易
宿泊施設もあります。

鮮度抜群のしらすや魚介が味わえる食堂に
は屋外テラス席もあり、三崎港が一望できま
す。直売所では柑橘や加工品、魚介類など
海の幸、山の幸も購入できます。

道の駅 伊方きらら館 亀ヶ池温泉 佐田岬はなはな

気軽に別荘体験！眼下に宇和海が広がる絶
景のログハウスです。セットの貸し出しもあ
り、食材や紙皿などを持参すれば、指定ス
ペースでBBQも楽しめます。

空き家になっていた元造り酒屋の大屋敷を
「わが家」のように過ごしてもらいたいと地域
の人たちが協力して、改修工事を行い、1日
限定1組の宿として運営しています。

瀬戸アグリトピア 二名津わが家亭

「佐田岬の自然と共に生き、佐田岬の旬の食
材を、美味しく提供する」という想いを持った
お店です。佐田岬の海の幸･山の幸を存分
に味わってください。

まりーな亭

❽ 卯の年
　 卯之町駅
　 ライトアップ 1 わらぐろ

　 イルミネーション

❾ わらマンモス、
　 わらぐろライトアップ

点灯期間 令和４年12月10日（土）～令和5年12月31日（日）
点灯期間 令和４年12月1日（木）～令和5年1月31日（火）

来年の「卯の年」にちなみ、全国で唯一「卯」の漢字が使われているＪＲ
卯之町駅舎の軒先などに、ウサギをモチーフにした提灯を飾ります。

西予市ならではの食材やメニューが味わえるチャレン
ジショップ、特産品が購入できるどんぶり館駅前店あお
ぞらなどが出店するおもてなしと地域の交流拠点です。

古い町並みの中にある築100年以上の古
民家をリノベーションし生まれ変わった、と
てもカジュアルなイタリアンバールです。

ゆるりあん 卯之町バール OTO 民宿　おめぐり庵

オーナー自らが改装を手がけた古民家の宿です。
陽当たりの良い庭に面した縁側から、四季折 の々
花や木、やさしく吹き抜ける風をお楽しみください。

1 近永駅周辺賑わいイルミネーション

点灯期間 令和４年12月10日（土）～12月25日（日）

JR近永駅周辺にある鬼北町展示交流施設「アエレールき
ほく」や最寄りの商店などをライトアップします。12月10日
（土）には関係施設でクリスマスイベントも開催します。

JR近永駅から徒歩1分。築150年の古民家をリノベー
ションした宿泊可能なコワーキングスペースです。Wi-Fi
はもちろん、プリンターやシュレッダーなどの設備も充実。

大浴場の窓から成川渓谷の自然美を堪能しな
がら温泉にひたれるのが魅力。浴槽には渓谷の
石を使い、水風呂には沢の水を使用しています。

warmth 高月温泉 道の駅広見森の三角ぼうし

きじカレーが味わえる彩り茶屋、産直野菜が買え
る青空コーナーなどがあり、施設正面には5ｍの
鬼のモニュメント「鬼王丸」が設置されています。

 道の駅虹の森公園まつの ウィンターイルミネーション 2022

点灯期間 令和４年11月26日（土）～令和5年１月９日（月・祝）

虹の森公園を、森の国ぽっぽ温泉やJR松丸駅から見える
ようにライトアップします。12月24日（土）18時と19時には、
おさかな館でペンギンさんとの記念撮影会もあります。

四万十川をテーマにした淡水魚水族館であるおさかな館
をはじめ、直売所のかごもり市場、手ぶらでBBQが味わ
えるBBQガーデンまつのなど、盛りだくさんの施設です。

全国的にも珍しいJR松丸駅構内にある温泉施設
です。無料の足湯も駅前にあり、滑床渓谷や河後
森城跡など、観光後に疲れを癒すのに最適です。

道の駅虹の森公園まつの 森の国ぽっぽ温泉 あざみ野

滑床渓谷まで約6.5km、山奥の静かなところに
ある築60年の日本家屋の民宿です。蔵や囲み廊
下のある昔ながらの家でのんびり過ごせます。

1 肱川ウインターイルミネーション 2022

鹿野川湖畔を眺望できる温泉や宿、肱川の
旬の食材が味わえるレストランなど充実し
た観光施設です。

肱川ラーメンや産直野菜の物産販売など、
肱川が育む豊かな自然とおいしい味を堪能
できます。12月24日（土）にはクリスマス会
も開催します。

鹿野川荘 道の駅清流の里ひじかわ

豊かな大自然の中に佇む歴史ある温泉宿
です。湯元の発見は1861年といわれ、創業
は明治9年、大正中頃に建てられた本館は
国の登録有形文化財に指定されています。

小薮温泉

1 スバルイルミネーション

点灯期間 令和４年11月20日（日）～ 令和５年１月20日（金）

今年で23回目を迎える小田自治センタースバルのライト
アップイベントです。今回新たにサウンドストーンやブラン
コタイプのオブジェなど、子どもから大人まで楽しめる体験
型イルミネーションを導入します。

肉厚の原木椎茸など、地元産農産物をはじ
め、同駅プロデュースの加工商品「オダメイ
ド」を販売しています。隣接するかじか亭で
は、名物のたらいうどんが味わえます。

林業のまち内子小田地区にある宿泊施設。
昭和期に小田の林業・製材業の発展を支
えた二宮家の仕事場兼住居を改修した昭
和の暮らしが感じられる宿です。

道の駅小田の郷せせらぎ 小田二宮邸

四国最長となる全長1,200mのロングコー
スや広く緩やかなファミリーコースなど、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です。

SOL-FA オダスキーゲレンデ

❺クリスマスオレンジフェスティバル 2022 in 八幡浜みなっと

ＪＲ伊予石城駅周辺でわらぐろのライトアップなどを実施します。

佐田岬ワンダーイルミネーション 2022-2023

❻ 伊方町役場前埋立地会場 ❼ 佐田岬はなはな会場

いよいよ令和 4 年 12月25日まで、「きずな博プロジェクト」で南予を巡ろう。

宇和海道七駅物語＆奥伊予・四万十街道スタンプラリーも開催中

営む人たちのアイデアや思

いが詰まったユニークな宿

に泊まろう。

ユニークステイ

地域のキーマンとの交流や

体験メニューなどが楽しめ

る個性豊かな宿に出会って

みよう。

個性豊かなゲストハウス

南予各地の加盟400店舗以上

でお得な特典が受けられる。

カードは加盟店舗で購入

(1枚500円)。

えひめ南予きずなカード
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❶吉田伊達広場イルミネーション
点灯期間 令和４年12月11日（日）～ 令和５年１月中旬

❸パークイルミネーション in 須ノ川
点灯期間 令和４年12月17日（土）～ 令和５年１月31日（火）

点灯期間 令和４年12月17日（土）～ 令和５年１月 16日（月）

点灯期間 令和４年11月27日（日）～ 令和５年１月3日（火）

❷三間の中山池自然公園イルミネーション

平成30年７月豪雨災害で大きな被害を受けた吉田三間地域の商工会が実施するライトアップイベント。 昨年の実施にあたっては、きずな博クラウド
ファンディングで、全国の方々から温かいご支援をいただきました。 感謝の気持ちを込めて、今年も会場を明るく灯します。中山池自然公園では、きずな
博最終日となる12月25日（日）に、花火による演出も実施します。

今年、指定50周年を迎える足摺宇和海国立公園内にあり、愛南町を代
表する自然公園である須ノ川公園を新たにライトアップします。 12月17
日（土）の点灯式では、愛南町の特産品販売等を実施。ゆらり内海の２階
休憩室からはライトアップ会場が一望できます。

日本でも有数の真珠の生産地 宇和海で生
産される宇和島真珠の加工・販売店です。
レストランでは新鮮な海の幸や宇和島の郷
土料理も味わえます。

本を読んだり、音楽を聴いたり、台所で料理
をしたり。小さな海辺の集落の生活をゆっく
りと楽しむことができるゲストハウスです。

「みま米」をはじめ地元の特産品や南予地
方・四万十川流域のおみやげを数多く取り
揃えています。炊きたてご飯が味わえる「か
まど ＤＥ みま米」も体験できます。

ハイウェイレストラン 宇和島・真珠会館 凪ハウス 道の駅みま

柑橘や宇和島じゃこ天などの特産品が購
入できるほか、フードコートでは宇和島鯛め
しが味わえます。西日本唯一、北海道のチョ
コレートメーカー「ロイズ」の通年販売も。

オーナーの「宇和島（Uwajima）を訪れるあな
た（You）にとって、ゲストハウスでの思わぬ出
会いが、日常をさらに彩る一生の宝物になる
ように」との思いが名前の由来です。

和太鼓や牛鬼などの郷土芸能披露をはじ
め、ファミリーパークの 夜 間 営 業やイルミ
ネーションの飾りつけを行います。

道の駅みなとオアシスうわじまきさいや広場 DearU えひめ南予きずな博メモリアルイベント in 南レク
日時：令和４年 12 月 18 日（日）11時～ 20 時
場所：南楽園ファミリーパーク

媛っこ地鶏や愛南び
やびやカツオなど、愛
媛のブランド食材が
味わえるレストランをはじめ、清らか
な宇和海の潮湯が楽しめるお風呂、
ゆらりアイスなど、魅力満載です。

海 釣りや ジビ エＢＢＱ、
ジューガイツアーなど、食・
学び・遊びに特化した滞在型アクティビ
ティが体験できるほか、Wi-Fi完備でテレ
ワークもできるゲストハウスです。

須ノ川公園から車で５分、国道56号線沿線にある「DE・あ・い・21」でも
約１万個の光が灯り、愛南の夜を飾ります。

ゆらり内海 ゲストハウス
カイタク舎

❹パールイルミネーション in DE・あ・い・21

開催MAP

土12月24日 ～ 日12月25日

卯之町駅～宇和島駅間は車両リニューアル後初運行

開場/14：00 開演/15：00

※来場には、有料チケットの購入が必要となります

12月24日土
西予市宇和文化会館場所

宇和島市 中山池自然公園
きずな博の開催を記念し、きずなツリー（モミの木）を植樹します。

大洲市 鹿野川荘 西予市 乙亥会館では

開場/15:00
開演/15:30

主催/えひめ南予きずな博実行委員会、一般財団法人自治総合センター　後援/総務省

令和４年

やのひろみ
メインパーソナリティ

和　牛
メインパーソナリティ


