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愛媛県県民文化会館
愛媛県松山市道後町２丁目５－１
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参加団体や内容・時間が変更する場合がございます。また、グルメ屋台は実施しませんので、ご了承ください。

デザイン協力 夢まつりステージバックパネルデザイン制作 松山南高等学校砥部分校　河原デザイン・アート専門学校グラフィックデザイン科

新型コロナウイルス感染予防対策にご協力をお願いします※詳しくは裏面及び県ホームページでご確認ください。
●マスク着用（未就学児を除く） ●入場口での検温実施 ●人と人との間隔の確保 ●感染症を疑う症状のある方、陽性とされた方と濃厚接触が疑われる方は来場をお控えください。
※新型コロナウイルス感染症の発生状況により、中止または開催方法を変更させていただく場合がありますので、予めご了承ください。

特設コーナーイベント
2611/

●土

伊予おはなしひろば伊予おはなしひろば

愛顔eスポーツ活動体験会愛顔eスポーツ活動体験会

愛媛県立図書館

NPO法人 愛媛県レクリエーション協会

2711/
●日

レクリエーション体験

［時間］第1部/10：50～12：00・第2部/13：00～15：00

両日開催 生涯学習体験・展示コーナー

誰でも簡単！
オリジナル缶バッジを作ろう！

国立大洲青少年交流の家

いろいろな万華鏡をみよう
（体験展示）

愛媛県総合科学博物館

ペットボトルキャップでデコレーション
マグネットを作ろう！

愛媛県生涯学習センター
キラキラ★マスクチャームを作ろう
新常設展「密●空と海」PR動画上映

愛媛県歴史文化博物館

かんたん万華鏡づくり
キラキラきれいな万華鏡を作ります。

愛媛県総合科学博物館友の会科学クラブ

学芸員による主要コレクション解説の
映像をお楽しみください。

愛媛県美術館

［会場］2階 真珠の間他
※材料費等、実費が必要なコーナーもあります。

ブースで参加・体験イベント開催！

冬季企画展「加藤彰廉（あきかど）」（プレ展示）パネル展
愛媛人物博物館

県内の読み聞かせをしている
団体・個人による読み聞かせ等の上演

マジックハンドマジックハンド

どんな「おはなし」がでてくるかな？ぜひ、聞きに来てください！

ころころダーツ、マジックハンド他

作品・活動展示
コーナー
作品・活動展示
コーナー
◆小・中学生のふるさと学習作品展示
◆ヤングボランティアセンターの活動紹介
◆小・中学生のふるさと学習作品展示
◆ヤングボランティアセンターの活動紹介

四国遍路
パネル展示
四国遍路
パネル展示

障がい者就労支援施設等障がい者就労支援施設等

ハンドメイド
マーケット
ハンドメイド
マーケット

愛媛県生涯学習
推進計画（第五次）
パネル展示

愛媛県生涯学習
推進計画（第五次）
パネル展示

26●
11/

土

ビバップ＆レインボーズ
チアリーディング・チアダンスチアリーディング・チアダンス

松山キッズチアスクール松山キッズチアスクール NANBUN舞台
アカデミー

ミュージカルパフォーマンス

●
スタンプラリー
●
スタンプラリー
会場内

対象：中学生以下

オリジナルグッズ
プレゼント!

えひめ教育月間
関連イベント

オープニングイベント!
［会場］県民プラザ10：00～

クリスマスツリーを
“夢”で飾ろう！
クリスマスツリーを
“夢”で飾ろう！
皆さんの『夢』を短冊に書いて
吊るしてください。

［会場］
第一会議室 他

2711/
●日

令和4年度
県民総合文化祭
令和4年度
県民総合文化祭えひめ生涯学習えひめ生涯学習
学びを発表・学ぶを体験♪夢を感じる2日間!!

11/27㊐のみ
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お問合せ先 愛媛県観光スポーツ文化部文化局まなび推進課
えひめ生涯学習“夢”まつり担当 TEL.089‐947‐5622

◆有料駐車場は台数に限りがあります。
　できるだけ公共交通機関をご利用ください。

●伊予鉄市内電車（道後温泉行）
　▶「南町・県民文化会館前」下車すぐ
●伊予鉄バス（道後温泉駅前行）
　▶「南町・県民文化会館前」下車すぐ

■主　　催

■実施主体
■後　　援 

愛媛県、愛媛県教育委員会、県内市町、県内市町教育委員会、
（公財）愛媛県文化振興財団、愛媛県文化協会
愛媛県県民総合文化祭実行委員会
愛媛新聞社、朝日新聞松山総局、毎日新聞松山支局、読売新聞松山支局、
日本経済新聞社松山支局、産経新聞社、NHK松山放送局、南海放送、
テレビ愛媛、あいテレビ、愛媛朝日テレビ、FM愛媛、愛媛CATV

［会場］1階 県民プラザ

ステージ発表
11/26㈯

◆10：00～10：25

◆10：30～10：55

◆11：00～11：25

◆11：30～11：55

◆12：00～12：25

◆12：30～12：55

◆13：00～13：25

◆13：30～13：55

◆14：30～14：55

Halau Hula O Hokulani
１人１人が目標をもち日々練習に励んでいます。今日は楽しみます。
沖縄アシビナーズ
沖縄の伝統楽器三線等での島唄の演奏・合唱を行います。
Hula Makahou（フラ マカハウ）
Hula（フラ）
愛媛新聞・フジカルチャースクール
REIRAクラス
ストリート系のGirl’sDance
Moani Hula Studio
フラ教室です。本日は楽しく踊ります。よろしくお願いします。
堀江地区まちづくりコミュニティ会議民俗行事部 伊予万歳教室
伊予万歳（十二干支豊年踊り・松づくし）
日本の踊りクラブ
おばあちゃん、嫁、孫と仲よくワイワイガヤガヤ楽しく踊っています。
愛媛新聞・フジカルチャースクール
アロハ・プメハナ
アロハの心を大切に皆で助け合いながら楽しく勉強を続けています。
愛媛新聞・フジカルチャースクール
こどもHIPHOPダンス＆Girl’s Dance合同チーム
元気いっぱいHIPHOPダンスと女の子パワー炸裂のダンス！

［会場］1階 県民プラザ

　

◆10：00～10：45

◆11：00～11：25

◆11：30～11：55

◆12：00～12：25

◆12：30～12：55

◆13：00～13：25

◆13：30～13：55

◆14：00～14：25

◆14：30～14：55

◆15：00～15：25

◆15：30～15：55

OP：ビバップ＆レインボーズ/NANBUN舞台アカデミー
チアリーディング・チアダンス　　　　　 ミュージカルパフォーマンス
フラ・ワイキキ・松山
ハワイアン フラ
カウンセリング・アート 鼓舞
障がいのある子をもつ家族で取組む即興的な和太鼓表現活動
THIARAバトンスクール
バトントワーリングとチアダンスの演技発表
久谷地区伊予八百八狸保存会
創作歌舞伎舞踊・伊予八百八狸を踊ります。
Hula Waikiki Ohana
ハワイアンフラ
小・中学生のふるさと学習作品展
郷土の人物を題材としたふるさと学習作品の発表
フラワイキキ・エクセル
私達は色々なジャンルの曲を振り付けて、フラを楽しんでいます。
みどり チアーズ
小学生グループのチアダンス
H&Cミュージカル カンパニー
今回はミュージカルマンマミーアの曲を中心にお届け致します。
トワールバトン「トウノ」
音楽とダンスとバトンを組合せたバトントワリングショー！

体験コーナー ※材料費等、実費が必要なコーナーもあります。

大
街
道

●来場にあたってはマスクの着用をお願いします。着用されていない方のご入場はできません。水分補給など、必要な場合以外は常時マスクの着用をお願いします。（未就学児を除く）
●入場口での検温にご協力をお願いします。検温にご協力いただけない方や検温の結果、37.5度以上の発熱がある方は入場をお断りさせていただきます。
●入退場や休憩時など、来場者の皆様同士、人と人との十分な間隔の確保にご協力をお願いします。
●共有スペース（1F県民プラザ・2Fロビー）での飲食はできません。
●風邪のような症状のほか、咳、呼吸困難、全身倦怠感、味覚・嗅覚障害など、新型コロナウイルス感染症を疑われる症状のある方、陽性とされた方との濃厚接触が疑われる方、海外渡航を
され、政府が定める入国後の観察期間などの条件を満たしていない方は来場をお控えください。
●スマートフォンをお持ちの方は、来場時に「えひめコロナお知らせネット」への登録をお願いします。また、厚生労働省アプリ「COCOA」の利用もご検討ください。

入場無料

11/26●土
愛媛新聞・フジカルチャースクール表千家流松山教室
薄茶も菓子もございませんが茶道に関する事をお気軽にどうぞ。
７ヵ国のデコラティブペイント
クリスマスの飾り物に絵を描く。
ガールスカウト愛媛県連盟
クリスマスのクラフト
MIKA Flower School
生のさつま杉やひばなどを使って伝統的なクリスマスリース作り

愛媛生涯学習インストラクター協会
ハンコ、折り紙、お手玉、色々な手作りにチャレンジしましょう。
フラワーサークル スイートピー
ワイヤーと液体樹脂でディップフラワーを作り、作品に仕上げます。
クラフト（紙のテープ）手芸を楽しむ会
初めてでもできる！かごやクリスマスリースを楽しく作ろう。
うわじま手作り楽市楽座
陶器絵付け体験

11/27●日
花育・花活プロジェクト えひめ
レモングラスのしめ飾りでお正月をお迎えしましょう。

◆11：00～11：25

◆11：30～11：55

◆12：00～12：25

◆12：30～12：55

◆13：00～13：25

◆13：30～13：55

◆14：00～14：25

◆14：30～14：55

◆15：00～15：25

◆15：30～15：55

全国生涯学習音楽指導員協議会愛媛支部
邦楽器の箏とハープ・鍵盤ハーモニカ・ピアノ・歌のコラボ演奏
フラ・ハナプナヘレ
楽しく踊ろう。フラダンス！
レクリエーションダンス「花・花」
愛のくらし、灰色、渚のアデリーヌ、ミッドナイトアワーの発表他
愛媛新聞カルチャースクール名曲を歌う～豊田千恵子講座
豊かな女声合唱で深まりゆく秋を感じつつ、お馴染みの名曲を歌う。
Ka pa Hula o Kapualiko
フラダンスの発表
愛媛コカリナサークル木音 ～kanon～
色々な木でつくられたコカリナという楽器で合奏します。
合唱団やまなみ松山
コロナ禍を乗り越え、集える喜びを歌声に乗せてお届けします。
松山 ファンシーサウンズ
ハーモニカアンサンブル　女性4人組による昭和歌謡の演奏
Hui O Pikake
Hulaと共に～Holo i mua 2nd（前を向く２）
The Early Bloomers
1960年代のエレキバンドスタイルの音楽を追求するバンドです。

［会場］2階 真珠の間 ◆10：00～10：25

◆10：30～10：45

◆10：50～11：15

◆11：20～11：45

◆11：50～12：10

◆12：15～12：40

◆12：45～13：10

◆13：15～13：40

◆13：45～14：05

◆14：10～14：30

◆14：35～15：00

レイアロハ・オハナ
楽しいフラダンス
pop up ダンシング
園児～高校生の２クラスによるJ-POPに合わせたリズムダンス
HULA KUMI EMA
フラダンス
クリスタルトーン
天使のささやき 癒やしの音色 トーンチャイムの演奏をします。
Michiya 歌謡舞踊
歌謡曲に合わせて踊る日本舞踊
Halau Hula 0 Kaleimamo
幅広い年齢層で楽しんで頂けるフラの魅力をお伝えします。
久保勝鼓フラメンコスタジオ
ギター・カンテ・バイレによるフラメンコライブ
天心流 冠会
創作新舞踊、日本舞踊、吟詠剣詩舞をお楽しみ下さい。
～aloha～ mapuna
フラダンスの発表
拳術道武舘 愛媛
顧式太極拳初級、太鼎拳、白雲飛龍扇、詠春拳小念頭
tonkyuウクレレ教室＆OHANA BAND
ウクレレ合奏とバンド演奏とフラダンスとの共演

［会場］2階 真珠の間

新型コロナウイルス感染予防対策にご協力をお願いします

11/26●・27● 両日土 日

11/26●土 11/27●日

11/26●・27●土 日 ぜひお越しください！ぜひお越しください！
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