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しまあかり 宮島
～幻想 厳島物語～（▶P22）
■ 廿日市市　■ 3月21日（金・祝）～5月11日（日）

1 第2回広島みなとフェスタ
～みなとでつながる海と島と人～（▶P23）
■ 広島市　■ 3月22日（土）、23日（日）

2
音戸の瀬戸 花まつり
～海峡を花でつなぐ～（▶P24）
■ 呉市　■ 3月29日（土）～5月11日（日）

3 チャーター船de“里島（りとう）めぐり”
サイクリングin中島・興居島（▶P25）
■ 松山市　■ 3月30日（日）

4
いわぎ桜まつり
～しまのわ カラオケグランプリ～（▶P26）
■ 上島町　■ 4月5日（土）、6日（日）

5 しまのわ“まるごと”しまフェスタ
in三津浜・道後（▶P27）
■ 松山市　■ 4月19日（土）、20日（日）

6
散歩散走 in 尾道～サイクリング＆ウォーキング
パラダイス おもいおもいの島めぐり～（▶P28）
■ 尾道市、今治市　■ 4月19日（土）～8月31日（日）

7 チャーター船で行く！
レッツ三海道 贅沢サイクリング（▶P29）
■ 今治市、上島町、呉市、尾道市、大崎上島町　■ 4月27日（日）

8

しまのわ イベントマップ
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メインイベント — 春 — 3月〜5月2014年
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ウエルカムステージ（▶P20）
■ 廿日市市　■ 3月21日（金・祝）、22日（土）

オープニング記念コンサート（▶P21）
■ 廿日市市　■ 3月21日（金・祝）

オープニングイベント 2014年 3月
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江田島SEA TO SUMMIT 2014
～瀬戸内海から砲台山頂上へ～（▶P33）
■ 江田島市　■ 5月31日（土）、6月1日（日）

12 あきつ 杜氏祭り
～広島杜氏の故郷！うまい日本酒で乾杯！～（▶P34）
■ 東広島市　■ 6月14日（土）、15日（日）

13
サマーフェスタin広島（▶P35）
■ 広島市　■ 7月19日（土）～8月31日（日）14 とびしま海道 とっておきの星と海 （▶P36）

■ 呉市　■ 7月19日（土）～8月31日（日）15
ぼくたち、わたしたちの夏休み in大崎上島 
～船に乗って 遊ぼう！学ぼう！瀬戸内の宝島～（▶P37）
■ 大崎上島町　■ 7月19日（土）～8月31日（日）

16 三島水軍鶴姫まつり
～再現！鶴姫合戦歴史絵巻～（▶P38）
■ 今治市　■ 7月20日（日）

17
水軍レース大会
～瀬戸内海賊物語　ラジオシンポジウム inみやくぼ～（▶P39）
■ 今治市　■ 7月27日（日）

18 中島キャンパーズパラダイス
＆しまのわ冒険学校（▶P40）
■ 松山市　■ 8月1日（金）～3日（日）

19
かみじまふるさと夜市　ゆげの商船カレー発表記念！
日本全国ご当地レトルトカレー博覧会（▶P41）
■ 上島町　■ 8月2日（土）、3日（日）

20 サマーフェスタinかみうら
～甘崎城跡を目指せ！海上ウォーク～（▶P42）
■ 今治市　■ 8月10日（日）

21
瀬戸内水軍まつり in尾道 
～因島水軍スピリッツの継承～（▶P44）
■ 尾道市　■ 8月30日（土）

23

釣り大会
「サマ～うお～ズ in中島＆クダコ」（▶P45）
■ 松山市　■ 9月13日(土)、14日(日)

24

クロー
ジング

クロージングイベント（▶P55）
■ 今治市　■ 10月25日（土）、26日（日）

MAYA MAXXプロデュース
～しまのわ学校 島のアトリエプロジェクト in大三島～（▶P46）
■今治市　■ 9月13日（土）～10月19日（日）

25
現代アートとお茶の祭典in尾道
～芸術文化の共創～（▶P47）
■ 尾道市　■ 9月13日（土）～10月26日（日）

26 しまのわ
ご当地フェスティバルin今治（▶P48）
■ 今治市　■ 9月27日（土）、28日（日）

27
しおあかり 竹原
～塩と竹と灯りの幻想的な世界～（▶P49）
■ 竹原市　■ 10月11日（土）～26日（日）

28 海軍グルメフェスタin呉（▶P50）
■ 呉市　■ 10月12日（日）29

しまのわ学校 文化祭 in 興居島
～長い長いしまのテーブル文化祭～（▶P51）
■ 松山市　■ 10月19日(日)

30 よしうみ秋のバラフェスタ
瀬戸の花嫁 ローズウェディング（▶P52）
■ 今治市　■ 10月19日（日）

31
第11回 三原浮城まつり（▶P53）
■ 三原市　■ 10月25日（土）、26日（日）32

竜宮マーケットin内海町
～うつみ大漁まつり＆竜宮イカまつり～（▶P30）
■ 福山市　■ 4月29日（火・祝）、5月3日（土）、4日（日）

9
バラ祭りよしうみ
～恋愛指数UP！島de婚トレ～（▶P32）
■ 今治市　■ 5月24日（土）、25日（日）

11

鞆の津 町並み 花めぐり
～華道流派の競演！～（▶P31）
■ 福山市　■ 5月9日(金)～11日（日）、16日(金)～18日（日）

10

はかた夏まつり
～夏・海・歌 トーク＆ライブ～（▶P43）
■ 今治市　■ 8月13日（水）

22

瀬戸内しまなみ海道・国際サイクリング大会
サイクリングしまなみ（▶P54）
■ 今治市、上島町、尾道市　■ 10月26日（日）

33

メインイベント — 夏 — 2014年

メインイベント — 秋 — 2014年 9月〜10月

クロージングイベント 2014年 10月

6月〜8月
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A)ウエルカムステージ

　「瀬戸内しまのわ２０１４」の開催地となる愛媛・広島両県の
イベント関係者が一堂に会し、瀬戸内しまのわ２０１４の開幕を
アピール！
　「島の輪がつながる。人の和でつなげる。」をコンセプトに13
市町のイベント紹介など、「瀬戸内しまのわ２０１４」のメッセー
ジを力強く発信しました。

【オープニングセレモニー】
両県知事と13市町長が「瀬戸内しまのわ２０１４」の開幕を宣言しまし
た。関係市町のご当地キャラクターや愛媛・広島の両県警察音楽隊の
ファンファーレが開幕宣言に華を添えました。

【ウエルカムステージ】
ステージでは、各市町の関係の皆様による地域芸能披露、瀬戸内しま
のわ応援隊（広島県／まなみのりさ、愛媛県／ひめキュンフルーツ缶）
のライブ、安芸ひろしま武将隊によるパフォーマンスなどをステージイベ
ントとして実施しました。広島県出身のシンガーソングライター・丸本莉
子さんにも応援にかけつけていただき、歌声を披露していただきまし
た。

【ウエルカムブース】
13市町がブース出展し、特産品の販売や各市町のしまのわでのイベン
トを紹介しました。また、各協賛企業様の御協力により、地域の特産品
が当たる抽選会も実施しました。

■期　間：

■会　場：

■来場者数：

3月21日（金・祝）、22日（土）

【廿日市市　宮島】　宮島桟橋前広場

37,000 人

第2章 事業の記録 ─ イベント編 ─
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B)オープニング記念コンサート

オープニング記念コンサート～”ＦＩＴ”Ｆｕｔｕｒｅ Ａｌｉｖｅ～

ヴァイオリンの革命児 古澤巌（Furusawa Iwao）さん
稀代のエンターテイナー 石井竜也（Ishii Tatsuya）さん
雅楽の貴公子 東儀秀樹（Togi Hideki）さん
日本を代表する3人のアーティストをお迎えし、３人の強烈な個
性が融合し、瀬戸内に”ＦＩＴ”する一夜限りのコンサートを実施
し、三つ巴のコラボレーションパフォーマンスを展開しました。

【時間】  19:00～20:45（18:30開場）

【演奏曲】
オープニング／笙ソロ～『越天楽今様』、『さざなみの祈り』
雅の音楽／『蒼き海の道』、『龍神伝説』
祈りの音楽／『古都』、『亜細亜の空』
幽玄の舞葉／舞楽『蘭陵王』
優美の音楽／『愛の讃歌』、『ひばり』
いにしえからの音楽／『Yesterday』、『リベルタンゴ』
未来への音葉／『手紙』、『微笑みの空』、『浪漫飛行』
アンコール／『はなひとひら』、『ふるさと』

■期　間：

■会　場：

■来場者数：

3月21日（金・祝）

【廿日市市　宮島】　嚴島神社

1,000 人
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しまあかり 宮島　～幻想  厳島物語～

　瀬戸内しまのわ２０１４のオープニングイベントを起点とし、「し
まあかり 宮島」と題してライトアップイベントを開催しました。
　行灯の美しい光の帯が幻想的な雰囲気を醸し出し、新しい
夜の宮島を散策できるよう演出しました。

【しまあかり 宮島】
宮島桟橋から嚴島神社周辺までを廿日市市内の中学生などが制作し
た行灯でライトアップしました。宮島の風景や文化などの切り絵を施し
た行灯が夜の宮島を優しく彩りました。

【大聖院～滝小路スペシャルライトアップ】
約3,000個の灯ろうによる幻想的な光の道が、古い町並みが残る滝小
路から、宮島にある寺院の中で最も歴史が古い大聖院へといざないま
した。

【しまあかりナイトガイド】
「しまあかり 宮島」により行灯で装飾された町並みのおすすめスポット
を、宮島の歴史とともに観光ガイドが案内しました。

■期　間：

■会　場：

■来場者数：

＜しまあかり 宮島＞3月21日（金・祝）～5月11日（日）
＜大聖院～滝小路スペシャルライトアップ＞
　3月22日（土）、5月10日（土）
＜しまあかりナイトガイド＞
　3月29日（土）～5月10日（土）の毎週土曜日

【廿日市市　宮島】
＜しまあかり 宮島＞宮島桟橋～嚴島神社周辺
＜大聖院～滝小路スペシャルライトアップ＞大聖院～滝小路
＜しまあかりナイトガイド＞宮島桟橋刊行案内所前出発

60,700 人

第2章 事業の記録 ─ イベント編 ─
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第２回  広島みなとフェスタ  ～みなとでつながる海と島と人～

　第2回を迎えた「広島みなとフェスタ」を2日間に拡大するとと
もに、エリアも広げて開催しました。
　地域住民、港湾関係者、企業等が広島港に幅広く集まり、港
の新たな魅力を発信することにより、「広島港のにぎわいの創
出」をより一層推進することができました。

【みなと公園会場】
世界のグルメ屋台などの飲食ブース、ラジオの公開録音や音楽ライブ
などのステージイベント、カンファレンスバイク試乗などの各種体験コー
ナーなどを実施しました。
このほか、ターミナルビルでは、コスプレイベントなどを開催しました。

【宇品海岸会場】
「はたらくくるま」、名車の展示など乗り物をテーマとしたイベントや消防
艇の放水展示を実施しました。宇品デポルトピアでは、「めざせ！5,000
人のハンドウエーブ」を行いました。

【波止場公園会場】
地元団体によるフラダンスやライブ演奏などのステージイベントや各種
グルメコーナーなどを実施しました。

【出島会場】
自衛隊の災害救助活動紹介・車両展示や消防車両や消防ヘリコプター
の展示、港の役割について学ぶ「物流システム見学会」を開催しました。

【海上エリア】
広島港周辺のクルージングや船内見学会など海や船を体感するイベ
ントを開催しました。海からのアクセスができるよう、会場間を結ぶシャ
トルクルーズを運行しました。

【似島会場】
ウォーキングイベントでは島の特産品・焼き牡蠣などを販売したほか、
島の地域おこし企画「似島フラワープロジェクト」により、桟橋や原爆慰
霊碑周辺を花で飾り、ゲストにタレント高木美保さんをお迎えし、「花の
シンポジウム」を開催しました。

【元宇品会場】
操船体験イベントやミニクルーズ、元宇品公園を自然観察する「地球さ
んぽ」を開催しました。

【宇品公民館】
広島港周辺の今昔を写真で展示する「広島みなと写真展」を開催しま
した。

■期　間：

■会　場：

■来場者数：

３月２２日（土）、２３日（日） 

【広島市】　広島みなと公園ほか

70,000 人
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音戸の瀬戸 花まつり  ～海峡を花でつなぐ～

　花と緑が最も美しいこの季節は、音戸の瀬戸が一番輝く季
節です。桜やつつじが満開を迎える季節に、お花見を楽しみな
がら参加できるコンサートや和太鼓演奏会などを開催しました。
　また、期間中に開催された地域イベントにも多くの方が参
加できるよう地域特産品などが当たるスタンプラリーも開催し
ました。

【花まつりスタンプラリー】
対象施設8か所のうち3か所を巡り応募すると、抽選で地域の特産品
などが当たるスタンプラリーを開催しました。

【警固屋さくら祭】
地元中学生がおもてなしする「さくら茶屋」や各種飲食ブース、保育園
児による子ども太鼓など、警固屋地区の恒例行事を開催しました。

【花まつりコンサート】
音戸の瀬戸を眺望できる会場で、ヴィオラ奏者・沖田孝司さんとピアニ
スト・沖田千春さん、地元小学生によるコンサートを開催しました。

【音戸渡船まつり】
つつじが咲き誇る音戸の瀬戸が楽しめる渡船を使ったウォーキング大
会と乗船体験会や地元飯の出店、お楽しみ抽選会を開催しました。

【花まつり和太鼓演奏会】
呉市島しょ部などの太鼓団体が音戸の瀬戸に和太鼓を鳴り響かせま
した。

■期　間：

■会　場：

■来場者数：

＜花まつりスタンプラリー＞3月29日（土）～5月11日（日）
＜警固屋さくら祭＞4月6日（日）
＜花まつりコンサート＞4月19日（土）
＜音戸渡船まつり＞4月27日（日）
＜花まつり和太鼓演奏会＞4月27日（日）

【呉市】　音戸の瀬戸ほか
＜花まつりスタンプラリー＞音戸・倉橋・警固屋の観光施設など8か所
＜警固屋さくら祭＞警固屋まちづくりセンター駐車場
＜花まつりコンサート＞音戸まちづくりセンター多目的ホール
＜音戸渡船まつり＞音戸大橋パーキング観光ハウス前広場
＜花まつり和太鼓演奏会＞音戸大橋パーキング観光ハウス前広場

7,700 人

第2章 事業の記録 ─ イベント編 ─
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チャーター船de “里島めぐり” サイクリングin 中島・興居島

 松山市沖の中島・興居島の２島をチャーター船で結ぶ、“しま
のわ”ならではのサイクリングイベントとして、スポーツサイクリン
グ愛好者からファミリーまで楽しめるように３種類のコースを設
定し、１日で両島を周回するイベントを開催しました。
 県内外から、９歳～８０歳の約１２０名のサイクリストたちにご
参加いただき、春の瀬戸内が織りなす多島美や自然の美しさ
など島の魅力を体感していただきました。

【サイクルトレイン】
今回のイベントに合わせて、伊予鉄道（株）の協力の下　高浜線：古町
駅－高浜駅間で、自転車を車内に持ち込めるサイクルトレインを実証
実験として運行しました。（イベント参加者限定）

【チャーター船】
普段、島同士の航路が存在しない中島～興居島を1日で周回するた
め、乗客はイベント参加者で貸切という、チャーター船で移動しました。
松山観光港を出発した参加者たちは、島々を巡りながら、景色に見と
れたり、島の特産品を集めた「しまめし弁当」を堪能したりと大満足でし
た。

【中島～興居島】
中島では参加者全員で島内一周(約22km)サイクリングを実施しまし
た。興居島ではそれぞれ参加者の希望に合わせて、①チャレンジサイ
クリングコース(約16km)、②スポーツサイクリングコース(約10km)、③
ファミリーサイクリングコース(約3km)に分かれて、思い思いのサイクリ
ングを楽しみました。
また各島では多くの島民の皆様からイベント参加者への声援や「せと
か」などによるおもてなしをいただきました。

■期　間：

■会　場：

■来場者数：

3月30日(日)

【松山市 中島、興居島】

111人
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くろし
お中
村線

いわぎ桜まつり　～しまのわ カラオケグランプリ～

　3,000本の桜が咲き誇り、桜の名所として知られる上島町の
岩城島積善山。花見客でにぎわうこの時期に行われます「いわ
ぎ桜まつり」とタイアップし、「島・春・花」をテーマとしたカラオケ
グランプリを実施しました。
　参加者の皆様には、岩城島の美しい桜とともに、カラオケグ
ランプリ出場者の魅力的な歌声やステージイベントを楽しんで
いただけました。

【しまのわ カラオケグランプリ】　
「島・春・花」をテーマとして、最先端カラオケ精密採点システムを導入し
たカラオケグランプリを行いました。県内外から多数の応募をいただ
き、予選での審査を経て勝ち進んだ出場者はどの方もかなりの猛者揃
いで、ゲストのさくらまやさんや川野夏美さんにも負けない魅力的な歌
声を披露されました。中にはゲストの得点を上回る出場者も現れ、高
得点が出るたびに会場は大きな拍手に包まれました。
また、しまのわ探検隊のモストデンジャラスさんや、愛媛県イメージアッ
プキャラクターみきゃんも登場し、会場を盛り上げました。

【いわぎ桜まつり】
3,000本の桜が咲き誇る岩城島積善山へたくさんの花見客の方にご
来場をいただいたほか、積善山のふもとにある岩城桜公園で行われ
たステージイベントでは、和太鼓やミニコンサート等が行われ、福山市
ばらのイメージキャラクターのローラちゃんも参加し、大変盛り上がりま
した。
また、夜には積善山周辺がライトアップされ、昼に見る桜とは一味違う
幻想的な夜桜を楽しむ事ができました。

■期　間：

■会　場：

■来場者数：

＜しまのわカラオケグランプリ＞4月5日（土）
＜いわぎ桜まつり＞4月5日（土）～4月13日（日）

【上島町 岩城島】
＜しまのわカラオケグランプリ＞岩城開発総合センター
＜いわぎ桜まつり＞岩城桜公園周辺

4,000人

第2章 事業の記録 ─ イベント編 ─
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しまのわ“まるごと”しまフェスタin三津浜・道後

　「三津浜」「道後」を舞台に、しまのわオリジナルイベント「しま
のわ“まるごと”しまフェスタin三津浜・道後」を開催しました。二
日間の開催期間中は、大型帆船「日本丸」の寄港、「しまのわ道
後朝飯」の発表・試食といった大型イベントを実施しました。
　また、ＧＷ期間中は松山三越において、島の特産物の販売
やサイクリンググッズフェアを実施して、「瀬戸内しまのわ2014」
のＰＲを行いました。

【三津浜メイン会場】
島々の海産物、農産物を集めた物産市やしま屋台に35店が出店した
グルメ市を開催。地元のアーティストによる音楽ステージや、豪華賞品
がもらえる「しまのわ　大じゃんけん大会」など多彩な催しも実施しまし
た。また、会場近辺の岸壁で、海上自衛隊の掃海母艦「ぶんご」の一般
公開も行いました。

■期　間：

■会　場：

■来場者数：

＜三津浜地区＞4月19日(土)、20日（日）
＜道後地区＞4月19日（土）
＜松山三越＞4月29日（火）～5月5日（月）

【松山市】
＜三津浜メイン会場＞松山市公設水産地方卸売市場駐車場 
＜大型帆船「日本丸」寄港＞松山港外港第一ふ頭2号岸壁
＜しまのわ道後朝飯発表会＞道後温泉本館前坊っちゃん広場
＜瀬戸内しまのわフェア（松山三越）＞松山三越１階・７階

91,300 人

【大型帆船「日本丸」寄港】
「太平洋の白鳥」と謳われる日本最大級の大型帆船「日本丸」が寄港
し、セイルドリル（帆の上げ下げの訓練）や船内見学会を実施しました。
水面から約50mの高さを持つマストに帆が貼られると、会場のあちこ
ちから歓声が上がっていました。

【しまのわ道後朝飯発表会】
旅館・ホテルの凄腕料理人による瀬戸内の旬な食材を使った「しまの
わ道後朝飯」を発表、料理人による朝飯の紹介、1,000名限定で来場
者へ無料試食会や大抽選会を実施しました。4月20日以降は道後の
９つの旅館・ホテルで実際に「しまのわ道後朝飯」を提供していただく
など、道後に来た方にも瀬戸内の魅力を発信しました。

【瀬戸内しまのわフェア（松山三越）】
ＧＷ期間中に、松山三越で「瀬戸内しまのわフェア」を実施しました。
１階アトリウムコートでは、サイクリンググッズの展示・販売のほか、プロ
ライダー門田基志さんのトークイベント、みきゃん、しまぼう、バリィさんと
の写真撮影会を実施しました。
７階催物会場では、カラマンダリンなど島の特産物の販売のほか、飲
食ブースを設けて、お客さんにその場でご賞味いただきました。
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散歩散走in尾道～サイクリング＆ウォーキングパラダイス おもいおもいの島めぐり～

　散歩（ウォーキング）、散走（サイクリング）を推進する尾道市
の島しょ部及び臨海部を舞台に、「散歩散走パスポート」による
スタンプラリーを実施しました。また、期間中にロングライド向け
サイクリングイベントや子供向けランニングバイク大会も開催さ
れました。

【散歩散走スタンプラリー】
地域の見どころを記載したマップと飲食店の割引クーポンがセットと
なった「散歩散走パスポート」を50,000部作成し、観光案内所などで
配布しました。参加者には「散歩散走パスポート」を片手に、自転車で、
徒歩で、おもいおもいの島めぐりを楽しんでいただきました。

【グラン・ツール・せとうち２０１４】
広島テレビ主催の「グラン・ツール・せとうち」が「瀬戸内しまのわ2014」
とタイアップ開催されました。しまのわコースをはじめ、豊かな自然・景観
など瀬戸内の魅力いっぱいの４コースが用意され、多くの参加者に楽
しんでいただきました。

【第３回瀬戸内しまなみ海道サイクリング尾道大会～銀輪パラダイス～】
毎年、尾道市で開催されるサイクリングイベントがしまのわイベントとし
て開催されました。サイクリングデー前日24日のプレイベントは３月に
オープンしたばかりのサイクリスト向け複合施設「ONOMICHI　U2」で
開催され、有名アスリートによるトークショーなどもあり、例年以上の盛り
上がりを見せました。

■期　間：

■会　場：

■来場者数：

＜散歩散走スタンプラリー＞4月19日（土）～8月31日（日）
＜グラン・ツール・せとうち２０１４＞4月19日（土）、20日（日）
＜第３回瀬戸内しまなみ海道サイクリング尾道大会
～銀輪パラダイス～＞5月24日（土）、25日（日）

【尾道市 島しょ部及び臨海部・今治市】
＜散歩散走スタンプラリー＞
　尾道市島しょ部及び臨海部・今治市（大三島）
＜グラン・ツール・せとうち２０１４＞
　しまなみ海道沿線（向島運動公園スタート）
＜第３回瀬戸内しまなみ海道サイクリング尾道大会～銀輪パラ
　ダイス～＞しまなみ海道沿線（向島運動公園スタート）

30,600 人

第2章 事業の記録 ─ イベント編 ─
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チャーター船で行く！レッツ三海道　贅沢サイクリング

　しまなみサイクリングを最も知る地元在住プロライダーの門
田基志氏が設定した、瀬戸内しまなみ海道・安芸灘とびしま海
道・上島ゆめしま海道の三海道を盛り込んだルートを、チャー
ター船を使い、なんと一日で走破するという、まさに“贅沢”とい
うフレーズがぴったりのサイクリングイベントを開催しました。
　2つのコースを設けて実施したところ、80名のサイクリストに
ご参加をいただき、三海道の美しい景色や船からの眺めを思
う存分楽しんでいただきました。

■期　間：

■会　場：

■来場者数：

4月27日(日)

瀬戸内しまなみ海道・安芸灘とびしま海道・上島ゆめしま海道
周辺

80人

【ルート】
プロライダーである門田基志さんの監修のもと、良いとこだけを盛り込
んだ贅沢なコースとなっています。
糸山公園…　　…伯方島（木浦港）…　　…弓削島（上弓削港）…
（自転車上島町めぐり）…佐島（佐島港）…　　…岩城島（長江港）…
　　…岩城島（小漕港）…　…生口島（宮原港）…　…大三島（宗方
港）…　…大崎上島（木江港）…　…大崎上島（明石港）…　…大崎
下島（小長港）…　…岡村島（岡村港）…　…波止浜港…　…糸山
公園

120ｋｍのロングランとなるサイクリングコース、船旅をじっくりと楽しむ
事ができるクルージングコースに分かれて、サイクリストはそれぞれの
ペースでサイクリングを楽しまれていました。
三海道を1日で走破するため、2隻の船を貸切にして実施しましたが、今
回のルートは定期便を利用する事でも巡ることが出来ます。皆さんも是
非三海道の制覇と、海道毎に異なる楽しみ方を見つけに来ませんか。

【おもてなし】
お昼ご飯には上島町のご当地グルメであるレモンポーク丼や、レモン
ケーキといった名産品がサイクリストに振る舞われ、景色のみならず地
域の食も堪能いただきました。また、イベント終了後には門田プロが用
意された記念品の抽選会が行われ、サイクリストは嬉しいサプライズに
満面の笑顔を浮かべていました。

29

メインイベント



竜宮マーケットｉｎ内海町　～うつみ大漁まつり＆竜宮イカまつり～

　タイ（田島）とヒラメ（横島）が舞い踊る竜宮島、内海町。漁業
が盛んな島で、海の恵みを堪能するイベントを実施しました。

【竜宮イカまつり】
横島漁業協同組合、沼隈内海商工会、内海町観光協会、地元自治会
の皆様などが組織した「竜宮イカまつり実行委員会」との共催により、
春に内海町でよく獲れる「イカ」をテーマに開催しました。
　○焼きイカバーベキュー、竜宮海鮮イカ鍋の提供
　○竜宮おにぎり、竜宮イカつみれ汁、たっぷり野菜とイカの竜宮ダン
　　ゴ天等の漁師メシの販売
　○ステージイベントとして、恋愛成就の聖地として知られる「睦橋」に
　　ちなんだ「愛を叫ぶ！」企画や、魚すくい大会などのアトラクション
　　も実施し、多くのご来場者の皆様でにぎわいました。

【うつみ大漁まつり】
田島漁業協同組合との共催により、例年5月3日開催の『うつみ大漁ま
つり』を2日間に拡大して開催しました。　　
　○活魚鮮魚販売、魚のすくい取り、海鮮バーベキュー
　○内海町の特産品販売や飲食ブースも多数出店
　○ステージイベントとして、地元で活動している和太鼓響組による和
　　太鼓演奏、銀河学院吹奏楽部の皆様や福山市立大学のサーク
　　ル「ＦＣＵ４８」によるパフォーマンスで会場がにぎわいました。

■期　間：

■会　場：

■来場者数：

＜竜宮イカまつり＞4月29日（火・祝）
＜うつみ大漁まつり＞5月3日（土）、4日（日） 

【福山市 田島、横島】
＜竜宮イカまつり＞浜沖ふれあいパーク
＜うつみ大漁まつり＞箱崎漁港

37,000 人

第2章 事業の記録 ─ イベント編 ─
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鞆の津 町並み 花めぐり　～華道流派の競演！～

　福山文化連盟華道部、鞆町内の皆様のご協力により
鞆の情緒ある町並みを、春の鞆の津にふさわしい「花」で彩り
ました。

【鞆の津 町並み 花めぐり】
福山文化連盟華道部各流派の皆様や鞆仏教会の皆様のご協力によ
り鞆町内の名所・旧跡（13か所）、寺院（19か寺）に生花を飾り、また、
鞆町内の皆様のご協力により、バラのプランターや餅花を設置して、鞆
の浦への観光客をおもてなししました。

【沼名前神社 能舞台イベント等】
重要文化財「能舞台」を誇る沼名前神社で、花結師TAKAYAさんによ
る花結い披露を始め、潮声会による舞囃子、喜多流能楽師大島紀恵
さんの指導による地元鞆小学生の連吟披露、鞆祇園太鼓、大漁太鼓
の実演披露などを行いました。
また、常夜燈でクラシックライブも実施しました。

【町並み ライトアップ】
夕方から夜にかけて、鞆のシンボル常夜灯付近をペットボトル・キャン
ドルの灯りにより幻想的なライトアップを行いました。

【とも・潮待ち軽トラ市】
沼名前神社で、地元の魚や野菜、特産品を軽トラックで販売するとも・
潮待ち軽トラ市を開催していただきました。

■期　間：

■会　場：

■来場者数：

＜鞆の津 町並み 花めぐり＞5月9日(金)～11(日)、16日(金)～18日(日)
＜沼名前神社 能舞台イベント等＞5月18日(日)
＜町並み ライトアップ＞5月10日(土)、17日（土）
＜とも・潮待ち軽トラ市＞5月17日（土）、18日(日)

【福山市 鞆の浦】

19,100 人
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バラ祭りよしうみ   ～恋愛指数UP！島de婚トレ～

　400種3,500株のバラが植栽されているよしうみバラ公園を
恋愛・結婚の聖地にすべく、バラ祭りよしうみとタイアップし、恋
愛心理講座や結婚支援センターによる出会いイベントを開催。
来場者の恋愛指数ＵＰに貢献し、聖地化への一歩を踏み出す
ことに成功しました。

【恋愛指数ＵＰ！島ｄｅ婚トレ　恋愛指数ＵＰアトラクション】
見知らぬ男女数名がグループとなり、クイズやゲームを通してコミュニ
ケーションを図る中で、気に入った人がいればプロフィール交換等出会
いのきっかけを支援するイベント。総勢180名のご参加をいただき、47
組に出会いのきっかけが生まれました。

【（バラ祭りよしうみ）ヘアメイク春コレクション２０１４】
バラが咲き乱れる花壇ゾーンにて、今治美容師協会によるヘアメイク
ショーが開催されました。腕利きの美容師の手でより美しく変身したモ
デルたちのパーティーヘアやウェディング姿のお披露目や、お客さんの
髪をバラで即興でアレンジメントするなどの催しで、イベント会場に花を
添えました。

【高校生ロボット第３回よしうみローズカップアメリカンフットボール大会】
愛媛の工業高校の生徒が各高校でチームを結成し、 自分たちで作っ
たロボットを操作してアメリカンフットボールで競い合う大会を開催しま
した。ロボットの激しいぶつかり合いに、しまのわ探検隊のモストデン
ジャラスさんによる白熱した実況が合わさり、会場は大いに盛り上がり
ました。

【たまご広場等での各種アトラクション】
野間馬乗馬体験、尾道市立大学生による似顔絵を描くワークショップ、
砂絵教室、絵手紙教室、携帯フォトコンテストなどの体験参加型のアト
ラクションを実施し、来場者に楽しんでいただけました。

【恋愛指数ＵＰ！島ｄｅ婚トレ　ステージイベント】
恋愛カウンセラーの荒牧佳代さんによる恋愛心理講座や心理テスト、
恋愛向上トークで、来場者の恋愛指数向上と結婚力を磨きました。
また、今治市出身の人気モノマネタレントのみかんさんもトークに加わ
り、来場者と一体となったモノマネトークショーで会場を盛り上げました。

■期　間：

■会　場：

■来場者数：

＜バラ祭りよしうみ～恋愛指数ＵＰ！島ｄｅ婚トレ～＞5月24日（土）
＜バラ祭りよしうみ＞５月２４日（土）～5月25日（日）

【今治市 大島】　よしうみバラ公園

34,000人

第2章 事業の記録 ─ イベント編 ─
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江田島SEA TO SUMMIT ２０１４ ～瀬戸内海から砲台山頂上へ～

　「ＳＥＡ ＴＯ ＳＵＭＭＩＴ（シートゥサミット）」は、「海で発生し
た水蒸気が雨や雪になって山に降り、川となって森や里を潤
し、再び海へ帰ってゆく」、このような自然の営みを、海（カヤッ
ク）・里（自転車）・山（ハイク）へと自力で進む中で体感し、自然
の大切さについて考えようという環境スポーツイベントで、アウト
ドア総合ブランド「モンベル」が開催地の自治体と共同で実施
しています。
　この「SEA TO SUMMIT」を誘致し、カヌー・サイクリング・ト
レッキングなどのアウトドアスポーツの聖地として江田島市を
PRするため、瀬戸内で初めて開催しました。

【環境シンポジウム】
単なるスポーツイベントではなく、環境について考えるという大会の趣
旨を参加者に理解していただくため、基調講演「エコツーリズムによる
瀬戸内海の活性化と新たな環境観光」、パネルディスカッション「海、
里、山のつながりを考える」を開催しました。

【本大会】
カヤック（10km）、自転車（23㎞）、ハイク（5㎞）のコースを個人または団
体でゴールを目指しました。
タイムを競うレースではなく、穏やかな瀬戸内の美しい景観や自然を感
じながら楽しんでいただきました。

○コース
　カヤック：サンビーチおきみ～小黒神島～サンビーチおきみ
　自転車：サンビーチおきみ（西回り）～江田島市役所～サンビーチ
　　　　　おきみ
　ハイク：サンビーチおきみ～砲台山頂上

■期　間：

■会　場：

■来場者数：

＜環境シンポジウム＞5月31日（土）
＜本大会＞６月１日（日） 

【江田島市 能美島】
＜環境シンポジウム＞沖美ふれあいセンター
＜本大会＞サンビーチおきみ

1,000 人
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あきつ 杜氏祭り　～広島杜氏の故郷！うまい日本酒で乾杯！～

　広島杜氏の故郷と呼ばれる安芸津を舞台に、「あきつ 杜氏
祭り」と題して、お酒を中心に地元グルメなどが楽しめるイベント
を開催しました。
　地元団体によるステージでの催しもあり、会場全体が盛り上
がりました。

【広島杜氏ゆかりの蔵元テイスティングバー＆即売会】
安芸津の蔵元を始め、広島杜氏ゆかりの蔵元を中心とした日本酒の
有料試飲・即売を開催しました。

【杜氏鍋】
杜氏のまかない料理として親しまれていた「杜氏鍋」に地元の食材を
たっぷり入れ、皆様に味わっていただきました。

【日本酒バル】
こだわりの日本酒に合う「しまのわエリア」の食材を使用したおつまみを
販売しました。

【酔書（すいしょ）】
広島出身の書道家・鴨山友絵さんによる「お酒を飲みながら楽しむ書
道」の体験プログラムを実施しました。

【グルメゾーン】
安芸津特産のジャガイモを使用したコロッケやスナックなど、とっておき
のグルメを皆様に堪能していただきました。

■期　間：

■会　場：

■来場者数：

６月１４日（土）、１５日（日）

【東広島市】　安芸津Ｂ＆Ｇ海洋センター

5,700 人

第2章 事業の記録 ─ イベント編 ─
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サマーフェスタｉｎ広島

　「広島における新しい海との親和・親水」をテーマに、広島港
の夜の賑わいを創出するため、「サマーフェスタin広島」と題し
て、「瀬戸内グルメの祭典～音楽とビールで堪能～」・「広島湾
イベントクルージング」・「みなとサマーグルメフェア」を開催しま
した。

【瀬戸内グルメの祭典～音楽とビールで堪能～】
漁師めしをはじめとした瀬戸内のグルメを集めた「瀬戸内グルメコー
ナー」や「ひろしまグルメコーナー」、「全国B級グルメコーナー」、「ビール
コーナー」の飲食ブースを出展したほか、著名アーティスト出演や広島エ
フエム放送公開録音など充実のステージイベントを展開し、夕陽を眺め
ながら音楽とビールが堪能できる、グルメと音楽の祭典を開催しました。

【広島湾イベントクルーズ】
〇しまのわミュージッククルーズ
　「ダンス編」：フェリー船内でアーティストのパフォーマンスやゲストによ
　るオリジナルソングのミュージックビデオを参加者全員が参加して製
　作しました。
　「ご当地アイドル編」：広島と愛媛のアイドルが集結し、フェリー特設ス
　テージでのパフォーマンスやファンとの交流イベントなどを開催しまし
　た。
〇しまのわ謎解きコン クルーズ
　瀬戸内海をクルーズするクルーズシップ「銀河」で、見知らぬ男女が
　「出会い」ながら謎を解いていく、「謎解きゲーム」と「街コン」と「クルー
　ズ」をコラボレーションしたイベントクルーズを開催しました。

【みなとサマーグルメフェア】
広島港周辺の飲食店（32店舗）で、合言葉の「しまのわ」を伝えれば、
各種割引や瀬戸内の素材を使用したメニューの提供などのサービス
を実施しました。

■期　間：

■会　場：

■来場者数：

＜瀬戸内グルメの祭典～音楽とビールで堪能～＞
　7月19日（土）～21日（月・祝）
＜広島湾イベントクルージング＞
　○しまのわミュージッククルーズ
　　7月19日（土）「ダンス編」、
　　7月20日（日）「ご当地アイドル編」
　○しまのわ謎解きコン クルーズ
　　7月21日（月・祝）、8月30日（土）
＜みなとサマーグルメフェア＞
　7月19日（土）～8月31日（日）

【広島市】　広島みなと公園ほか
＜瀬戸内グルメの祭典～音楽とビールで堪能～＞広島みなと公園
＜広島湾イベントクルーズ＞広島港出発
＜みなとサマーグルメフェア＞広島港周辺飲食店

87,500 人
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とびしま海道 とっておきの星と海

　「日本の渚・百選」などに選ばれている県民の浜のビーチで、
波音をＢＧＭに天の川や夏の星座を楽しむ企画や宇宙に関
する企画など、子供から大人まで楽しんでいただけるイベントを
開催しました。

【満天の星　かまがりナイトビーチ】
瀬戸内のビーチの真上に広がる星空を天然のプラネタリウムに見立
て、臨場感たっぷりの天体ライブ解説を実施しました。星ハカセ（かまが
り天体観測館館長）が夏の夜空の定番の話から神話まで、特殊なレー
ザー光線を片手に皆様をナビゲートしました。

【宇宙横丁】
宇宙の立体的な映像が体験できる４Ｄ宇宙シアターや本格的ＭＹ望
遠鏡づくり等、宇宙に関する楽しいイベントを実施しました。

【御手洗散策】
御手洗休憩所にて、星空をイメージした期間限定ドリンクメニューを販
売し、散策を楽しんでいただきました。

【星景写真展】
呉市役所ロビーにて「星景写真展」、くれ観光情報プラザにて「とびしま
海道星景写真展」を開催しました。

■期　間：

■会　場：

■来場者数：

＜満天の星 かまがりナイトビーチ＞
　7月20日（日）、8月22日（金）～24日（日）
＜宇宙横丁＞7月20日（日）、8月22日（金）～24日（日）
＜御手洗散策＞7月19日（土）～8月31日（日）
＜星景写真展＞
　呉市役所ロビー 7月14日（月）～8月29日（金）
　くれ観光情報プラザ 7月19日（土）～8月31日（日）

【呉市】　県民の浜ほか
＜満天の星 かまがりナイトビーチ＞県民の浜ビーチ
＜宇宙横丁＞県民の浜「輝きの館」
＜御手洗散策＞御手洗休憩所
＜星景写真展＞呉市役所ロビー、くれ観光情報プラザ

3,700 人

第2章 事業の記録 ─ イベント編 ─
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ぼくたち、わたしたちの夏休みｉｎ大崎上島　～船に乗って 遊ぼう！学ぼう！瀬戸内の宝島～

　夏休みの期間中、大崎上島で多彩なイベントを開催しまし
た。謎解きクイズやアクティビティなどの体験の中から、海と島の
恵みについて学ぶことができました。各イベントに参加した後
は、島の特産品が当たる「島ガチャ」を楽しみました。

【大崎上島ぐるっと謎解きアドベンチャー】
島内３か所にクイズポイントを設置。自然に触れながら島の歴史も勉
強できました。

【海に体験！船に体験！】
練習船「広島丸」の体験乗船会や操船シミュレーター体験を実施しま
した。航海中の船内では、ミニ講座を実施し、楽しみながら海や船につ
いて学びました。

【わんぱく塾】
小学校４年生以上を対象に2泊3日の合宿を開催しました。大自然の
下、シーカヤックや雑学塾などを行い、普段できない貴重な体験ができ
ました。

【アクティビティ】
ブルーベリー狩りやシーカヤックなど、自然を体感できるアクティビティを
多数開催しました。

■期　間：

■会　場：

■来場者数：

＜大崎上島ぐるっと謎解きアドベンチャー＞
　7月19日（土）～8月31日（日）
＜海に体験！船に体験！＞8月3日（日）
＜わんぱく塾＞7月28日（月）～30日（水）、8月3日（日）～5日（火）
＜アクティビティ＞7月19日（土）～8月31日（日）
 
【大崎上島町】
＜大崎上島ぐるっと謎解きアドベンチャー＞大崎上島全域
＜海に体験！船に体験！＞国立広島商船高等専門学校
＜わんぱく塾＞大串海水浴場など
＜アクティビティ＞大崎上島町各所

2,730 人
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三島水軍鶴姫まつり　～再現！鶴姫合戦歴史絵巻～

　三島水軍鶴姫まつりとタイアップし、瀬戸内のジャンヌダルク
と呼ばれる鶴姫が大山祇神社から宮浦港へと練り歩く「鶴姫
行列」をパワーアップ！アトラクション形式で華 し々く再現した行
列や、三島水軍鶴姫まつりでおなじみの鶴姫レース、そして夜
には瀬戸内しまのわ2014応援隊長の友近さんのトークショー
が開催され、一日中楽しめるイベントとなりました。

【再現！鶴姫合戦歴史絵巻】
大三島にゆかりのある方を鶴姫役として毎年公募し、大山祇神社から
宮浦港桟橋まで武者とともに歴史絵巻のように行列が行進する「鶴姫
行列」。今回は鶴姫役にタレントの河北麻友子さんを迎え、出発地点
の大山祇神社と到着地点の宮浦港でプロのアクション俳優・地元有
志・子供たちによるアトラクションを実施し、鶴姫伝説を華 し々く再現し
ました。

【鶴姫レース】
元々は大三島町宗方地区で八幡神宮「十七夜祭」の時に、神輿を船
に乗せ、その周りを3隻の船で2日間漕ぎまわっていたものが、鶴姫まつ
りに受け継がれレース形式になったものです。木造和船「櫂伝馬」に総
勢１２名が乗り込み、速さを競います。地元大三島のほか県内外から参
加者が集まり、体力、技術の限りを尽くして闘いました。

【ステージイベント】
夜には、特設会場でステージイベントが実施され、鶴姫役の河北麻友
子さんのトークショーや、豪華景品の当たる鶴姫まつり大抽選会、カラ
オケ大会のほか、瀬戸内しまのわ2014応援隊長を務める友近さんの
トークショーなどで、大いに盛り上がりました。

■期　間：

■会　場：

■来場者数：

7月20日(日)

【今治市 大三島】　大山祇神社、宮浦港

6,000人

第2章 事業の記録 ─ イベント編 ─
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水軍レース大会　～瀬戸内海賊物語 ラジオシンポジウムinみやくぼ～

　能島村上水軍の本拠地であり、水軍ブームに沸く宮窪町。そ
の宮窪の海を舞台に毎年熱戦が繰り広げられる水軍レース大
会とタイアップし、瀬戸内の水軍について様々な視点から語り
合うイベントを開催しました。その様子はラジオ番組としても放
送され、イベント参加者以外にも水軍の魅力発信を行う事が
出来ました。

【瀬戸内海賊物語　ラジオシンポジウムinみやくぼ】
愛媛県出身の大森研一監督が手がけた脚本が「瀬戸内国際こども映
画祭」のグランプリを受賞し、自らの監督により、能島村上水軍の財宝を
子供たちが追い求める姿を描いた「瀬戸内海賊物語」。その大森監督
をはじめとした映画関係者や、村上水軍博物館の矢野均館長、ライトノ
ベル作家・瀧津孝先生が、瀬戸内の“水軍”をテーマに、撮影エピソード
を交えながら、様 な々視点から瀬戸内の水軍について語っていただき
ました。その様子はラジオ番組として放送され、当日会場にお越しにな
れなかった方にも、水軍の魅力を知っていただくことができました。
また、映画「瀬戸内海賊物語」も無料上映し、能島村上水軍や瀬戸内
の魅力を映画を通してＰＲしました。

【水軍レース大会】
能島村上水軍が用いたとされる小早船に１２人で乗り込み、６２チーム
が頂点をめざし闘う伝統のレースが実施されました。一戦一戦、白熱し
た戦いに、見物客からは力のこもった応援が送られていました。また、
夜には花火が打ち上げられ、祭りのフィナーレを華やかに飾りました。

■期　間：

■会　場：

■来場者数：

7月27日(日)

【今治市 大島】
＜ラジオシンポジウムinみやくぼ＞村上水軍博物館 
＜水軍レース大会＞宮窪漁港

3,800 人
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中島キャンパーズパラダイス＆しまのわ冒険学校

　松山市中島姫ヶ浜ビーチとその周辺を会場として、アウトドア
の極意が学べるオープン参加型のイベント「中島キャンパーズ
パラダイス」と、48名の児童たちが、島での3日間の共同生活の
中でたくさんの“初体験”に挑戦した「しまのわ冒険学校」を同
時開催しました。

■期　間：

■会　場：

■来場者数：

＜「中島キャンパーズパラダイス」＞8月2日(土)
＜「しまのわ冒険学校」＞8月1日（金）～8月3日（日）

【松山市】　中島姫ヶ浜ビーチとその周辺

1,048人

【中島キャンパーズパラダイス】
○松山市内のアウトドア専門店「アウトドアーズ・コンパス」の協力によ
り、最新のアウトドアグッズ100点以上を展示、販売、及び講習会を
実施しました。
○手ぶらでＢＢＱや水軍カレー作りが楽しめる「家族プチキャンプ」を
実施しました。
○忽那水軍ゆかりの城跡や見晴らしの良い展望台など、地元ガイドの
案内のもと島の歴史や自然と触れ合える「歴史探訪なかじまウォー
ク」を実施しました。
○中島の周辺海域を漁船で巡って、クダコの潮流を体感できる「忽那
水軍クルージング」を実施しました。

○魚のつかみ取り、会場内全員参加による宝探しを実施し、参加者に
愛顔（笑顔）の輪が広がりました。

【しまのわ冒険学校】
島の美しいビーチを臨む宿泊施設「姫ヶ浜荘」で、48名の児童たちが3
日間の共同生活を過ごしました。普段の生活から離れた島での遊びと
発見、竹を切ってお手製水鉄砲を作ったり、カヤックに乗って海に漕ぎ
出したり、夜は懐中電灯を持って浜辺の生き物観察に出かけたりと盛
りだくさんの内容に、初めて出会った仲間たちと親睦を深め合いなが
ら、熱中して挑戦していました。最終日の解散式では、3日間の思い出と
友情を胸に刻んだ児童たちは一回り成長した姿を見せて、島を後にし
ていきました。

第2章 事業の記録 ─ イベント編 ─
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かみじまふるさと夜市 ゆげの商船カレー発表記念！　日本全国ご当地レトルトカレー博覧会

　船に関係する方の多い弓削島にて、船乗りと関連の深い「カ
レー」を名物にしようと、弓削商船高等専門学校の学生と地域
の方が考案された「ゆげの商船カレー」を、かみじまふるさと夜
市のステージで発表しました。　　　
　このイベントで生まれたカレーは、後日「ゆめしま海道サイクリ
ングカレー」としてレトルト化し、上島町の新たな名物として販売
されています。レシピは上島町のホームページにて公開されて
いますので、みなさま是非レシピを参考に、新名物の味を堪能
されてみてはいかがでしょうか。

■期　間：

■会　場：

■来場者数：

＜ゆげの商船カレー発表＞8月2日（土）
＜日本全国ご当地レトルトカレー博覧会＞8月2日（土）、3日（日）
＜掃海艇「なおしま」一般公開＆自衛隊カレー試食＞8月2日（土）
＜かみじまふるさと夜市＞8月2日（土）

【上島町 弓削島】
＜ゆげの商船カレー発表＞弓削港ひだまり公園
＜日本全国ご当地レトルトカレー博覧会＞
　せとうち交流館１Ｆ体験交流室
＜掃海艇「なおしま」一般公開＆自衛隊カレー試食＞
　弓削商船桟橋
＜かみじまふるさと夜市＞弓削港ひだまり公園

3,500人

【ゆげの商船カレー発表】
弓削商船高等専門学校の学生や地域の方々に積極的に参加いただ
き、カレー総合研究所所長の井上岳久さんや料理研究家の中村和憲
さん監修のもと、約3か月間かけて、ご当地の素材を使った本格的なカ
レーを開発し、「ゆげの商船カレー」と命名し発表しました。発表時には
グルメタレントの彦摩呂さんにも試食していただき、「カレーの宝石箱や
～！」の名セリフとともに、見た目や味など様 な々コメントをいただきまし
た。その後の限定300名の試食では彦摩呂さんや弓削商船高等専門
学校の学生たちがカレーを配り、あっという間に試食終了となりました。
【日本全国ご当地レトルトカレー博覧会】
全国100種類以上のご当地レトルトカレーのパッケージを展示するほ
か、福井県の越前いかカレーや茨城県のメロンカレーなど、全国から
厳選した11種類のレトルトカレーの試食・販売を行いました。個性豊か
なカレーに目を丸くしながらも、参加者の皆様にはそれぞれの味を楽し
んでいただくことができました。
【掃海艇「なおしま」一般公開＆自衛隊カレー試食】
海上自衛隊の掃海艇「なおしま」が弓削商船高等専門学校桟橋に寄
港。歓迎式典後には、一般公開が実施されるとともに、限定100食で自
衛隊カレーの試食も行われました。
【かみじまふるさと夜市】
あいにくの空模様にも関わらず、地元の各種団体による屋台出店や、
特設ステージでは島本陣岩城太鼓や書道パフォーマンスを皮切りに、
地元有志によるダンスなどのパフォーマンス、二丁拳銃による漫才ライ
ブや大抽選会を実施し、最後には間近での花火の乱舞でお祭り気分
を盛り上げ、多くの人に楽しんでいただけました。
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サマーフェスタinかみうら　～甘崎城跡を目指せ！海上ウォーク～

～海が割れ、古の水軍城跡への神秘の道が開ける～
　甘崎城跡のある古城島は、大三島の沖合約160ｍに浮か
ぶ小島。大潮の干潮時のみ海が割れ、大三島とをつなぐ神秘
の道ができるこの島へ歩いて渡る海上ウォークイベントを、サ
マーフェスタinかみうらにあわせて企画しました。残念ながらイ
ベント当日は台風の影響から、昼の部のイベントはすべて中止
となりましたが、夜の部のステージイベントや花火大会は無事
に行われ、大三島の夏のイベントを楽しんでいただきました。

【甘崎城跡を目指せ！海上ウォーク】　※中止
大潮の干潮時のみ海が割れ、歩いて渡ることができる甘崎城跡で、海
上ウォークイベントを企画。渡った先ではゲストの友近ママによるお出
迎えや、記念品のプレゼントを予定していましたが、残念ながら台風の
為中止となりました。
当イベントは中止となりましたが、大潮の干潮時には写真のように道が
でき、どなたでも歩く事ができます。ぜひ「甘崎城跡」へ足を運び、潮が
引くと海面から浮かび上がる石塁の根石から、往時の面影に思いを馳
せてみてはいかがでしょうか。

【わんぱく釣堀大会、多々羅立て干し網】　※中止
小学生限定の釣堀大会に加え、タイやハマチ、スズキ、アジなど6,000
匹が大放流された海の中でつかみ取りが出来る多々羅立て干し網体
験が予定されていましたが、台風の為中止となりました。

【ステージイベント】
天候不順の為建物内に場所を移し、友近ママトークショーやレーモン
ド松屋歌謡ショー、かみうら海道夢太鼓の演奏など、様々な催しが行
われました。天候が回復したため、無事にフィナーレの花火大会は打ち
あがり、上浦町の空を美しく彩りました。

■期　間：

■会　場：

■来場者数：

8月10日(日)

【今治市 大三島】
＜甘崎城跡を目指せ！海上ウォーク＞甘崎城跡周辺
＜わんぱく釣堀大会、多々羅立て干し網＞
　多々羅キャンプ場、戸板海岸
＜ステージイベント＞上浦芸術会館

3,150 人

第2章 事業の記録 ─ イベント編 ─
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はかた夏まつり　～夏・海・歌 トーク＆ライブ～

　はかた夏まつりにあわせ、夏・海の似合う有名シンガーの杉
山清貴さんに伯方島にお越しいただき、楽しいトークを交えな
がら夏の浜辺の雰囲気にぴったりの定番曲をライブで披露し
ていただきました。　
　また、夜にははかた夏まつりのフィナーレを飾る約6,000発
の打ち上げ花火で彩られた島の夜空が観客を魅了しました。

■期　間：

■会　場：

■来場者数：

8月13日(水)

【今治市 伯方島】
伯方Ｓ・Ｃパーク伯方ビーチ、伯方開発総合センター

31,000 人

【夏・海・歌　トーク＆ライブ】
昼と夜の2部構成にて、夏・海の似合う有名シンガー杉山清貴さんに
トーク＆ライブを行っていただきました。
例年夕方から賑わいをみせるはかた夏祭りですが、今年は夕方前か
らたくさんの方にご来場をいただき、定番曲を通して夏・海を感じてい
ただきました。
また、瀬戸内しまのわ応援隊であり愛媛のご当地アイドルで人気の
「ひめキュンフルーツ缶」さんには、ライブパフォーマンスだけでなく、地
元のダンスキッズグループともコラボしてイベントを盛り上げて下さい
ました。
さらには、愛媛県と交流が盛んなインドネシアの在日舞踊音楽団「ドゥ
タ・ムラティ＆カテゥリスティワ」の皆さんもステージイベントへ参加いた
だき、来場者には多様性に富んだインドネシアの文化を楽しんでいた
だきました。

【はかた夏まつり】
地元特産品やご当地グルメの販売、フラダンスをはじめとしたステー
ジイベントに加え、はかた夏祭りのメインとなる約6,000発にものぼる
豪華花火大会が盛大に行われました。大きな花火が打ちあがるたび
に、観客の皆様からは大きな歓声が沸き起こりました。
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瀬戸内水軍まつりin尾道　～因島水軍スピリッツの継承～

　南北朝時代から室町・戦国時代にかけて因島を拠点に活
躍した村上水軍を再現するまつり・因島水軍まつりと連動開催
し、水軍のふる里・因島が大いに盛り上った１日となりました。イ
ベントプログラムのブルーインパルス展示飛行や２０１４年本屋
大賞受賞作「村上海賊の娘」の著者・和田竜さんのトーク
ショーなどが大きな話題となり市内外から多くの来場者が訪れ
ました。

【和田竜トークショー】
２０１４年本屋大賞受賞作「村上海賊の娘」の著者・和田竜さんを因島
に迎え小説の誕生秘話などが披露されました。因島村上家第２３代当
主・村上典吏子さん、広島県立歴史博物館主任学芸員・西村直城さ
んとの対談では、村上水軍の魅力を大いに語りつくしました。

【ひまりオープニングライブ】
因島出身の松瀬一昭と大阪出身の門松良祐のデュオ「ひまり」のライ
ブでイベントのオープニングを飾りました。

【瀬戸内水軍ＰＲステージ】
因島水軍による火まつり・海まつりのＰＲと愛媛県関係者によるご当地
イベントのＰＲを実施しました。安芸ひろしま武将隊も応援にかけつけ，
会場を盛り上げてくれました。

【ブルーインパルス展示飛行解説とトークショー】
大空に「夢・感動」を描くアクロバットチーム「ブルーインパルス」の展示
飛行を、広島では実に４７年ぶりに実施しました。現地では現役パイ
ロットの飛行解説があり、約２０分間の展示飛行では、集まった多くの
来場者から歓声が上がり、大いなる感動を与えてくれました。

■期　間：

■会　場：

■来場者数：

8月30日（土）

【尾道市】　因島アメニティ公園・しまなみビーチ

53,000 人

第2章 事業の記録 ─ イベント編 ─
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釣り大会「サマ～うお～ズin中島＆クダコ」

　松山市中島及びクダコ水道周辺海域を舞台に、9月13日
（土）、14日（日）の2日間、「陸釣りの部」「船釣りの部」「ファミリー
釣り教室」の3部門からなる釣り大会を開催しました。競技終了
後には部門ごとに優勝～第3位を表彰し、豪華賞品を贈呈し
た後、全員参加のお楽しみ抽選会を実施しました。

■期　間：

■会　場：

■来場者数：

＜陸釣りの部＞9月13日（土）、14日（日）
＜船釣りの部＞9月13日（土）、14日（日）
＜ファミリー釣り教室＞9月14日（日）

【松山市 中島】
＜陸釣りの部＞中島本島の海岸線
＜船釣りの部＞クダコ水道周辺海域
＜ファミリー釣り教室＞中島姫ヶ浜ビーチ

165 人

【陸釣りの部】
参加者は、貸し切りバス等で、中島の海岸線の各自お好みのポイント
に分かれた後は、晴天の下で仕掛けを垂らしながら、お目当ての魚が
食いつくのを今か今かと待っていました。大物のグレやキスなどを釣り
上げた参加者は、満面の笑みを浮かべていました。

【船釣りの部】
怒和島の漁師さんの漁船に乗って、潮流が激しいことで知られるクダ
コ水道で思う存分船釣りを楽しみました。全国屈指の好漁場だけあっ
て、80cm近いメジロやハマチが釣り上げられ、魚を計測する審査会
場では、周囲から驚きの声があがっていました。

【ファミリー釣り教室】
当日は25組の家族が参加して、中島姫ヶ浜ビーチからの投げ釣りを
楽しみました。（公財）日本釣振興会愛媛県支部の会員が講師となっ
て、釣りのイロハを丁寧に指導し、魚が釣れる度に家族の間から歓声
が上がっていました。その他、釣った魚の魚拓のプレゼントや、釣り番
組でお馴染みの「チョーさん」こと長島幸雄さんによる釣り免許状の授
与など、家族の思い出に残るようなイベントを実施しました。

【表彰式・抽選会】
競技終了後には、各部門毎に優勝～第3位までの表彰と、賞品の贈
呈を行いました。その後、各釣り具店等から提供いただいた様々な釣
り関連商品が当たる抽選会を実施し、会場は大変盛り上がりました。
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MAYA MAXXプロデュース　～しまのわ学校  島のアトリエプロジェクトin大三島～

■期　間：

■会　場：

■来場者数：

＜オープニングイベント「しまのわMAYA MAXX基地 Beginning」＞
　9月13日（土）
＜MAYA MAXXと絵馬を作ろう＞9月21日（日）
＜MAYA MAXXとタオルポンチョを作ろう＞10月11日（土）、12日（日）
＜クロージングイベント「しまのわMAYA MAXX基地FINISH」＞
　10月19日（日）

【今治市 大三島】
しまのわＭＡＹＡ ＭＡＸＸ基地（大三島　旧瀬戸崎保育所）

2,045 人

　今治市出身の画家MAYA MAXXさんが大三島で廃所となっ
ていた旧瀬戸崎保育所をアトリエ「しまのわ MAYA MAXX 基地」
として再生し、ここを活動拠点にアートプロジェクトを開催しました。
　4月から地域住民やボランティアと一緒に基地づくりをスター
ト。建物や園庭の清掃、椅子・机づくり、壁画ペイントなどを行い、
静かだった場所が徐 に々息を吹き返していきました。
　そして、9月13日「しまのわMAYA MAXX基地」がオープン！
MAYAさんが島に住み、こどもたちとのペイントイベントや創作活
動を行う夢の１か月が実現しました！
　基地では、MAYAさんの創作活動を間近で見ることができる
貴重な機会となり、地域住民や観光客、サイクリストなどがMAYA
さんと過ごす時間や島内外の人 と々の交流を満喫していました。

【オープニングイベント「しまのわMAYA MAXX基地 Beginning」】
オープニングイベントとして、地元「かみうら海道夢太鼓」による獅子舞
や太鼓の披露のほか、ＭＡＹＡさんの母園の波止浜虎岳幼稚園のペ
イントイベントを行いました。

【MAYA MAXXと絵馬を作ろう】
高校生までのお子さんを対象に、みんなで大きな絵馬を描くイベントを
実施。描いた絵馬は基地内に展示しました。

【MAYA MAXXとタオルポンチョを作ろう】
高校生までのお子さんを対象に、島のお母さんたちの手作りタオルポ
ンチョに思い思いの絵を描き、自分だけのオリジナルポンチョを作りまし
た。描いたポンチョを着て園庭を走り回るなど、こどもたちの笑顔溢れ
るイベントになりました。

【クロージングイベント「しまのわMAYA MAXX基地FINISH」】
　かみうら海道夢太鼓や、獅子舞、おおたか静流さんのライブが行わ
れたほか、旧瀬戸崎保育所で育った地元小学生からＭＡＹＡさんへ
の感謝の言葉、そして最後にＭＡＹＡさんの挨拶で、夢の一か月間が
閉幕となりました。

第2章 事業の記録 ─ イベント編 ─
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現代アートとお茶の祭典ｉｎ尾道　～芸術文化の共創～

　尾道市島しょ部及び臨海部にかけて広いエリアで「お茶」と
「現代アート」をテーマに様 な々企画を実施しました。このイベン
トでは、市内で活動する多くの団体や美術館・博物館・映画
館・寺院などが参加し、秋の尾道を「お茶」と「現代アート」で彩
りました。

【しまのわ茶会「尾道お茶めぐり」】
　期間：10月12日（日）、19日（日）
　会場：市内寺院・公共スペースなど（16会場）
　市街地やしまなみエリアの各会場に茶席を設け、市内をめぐりながらお茶を楽
　しんでいただきました。
【しまのわ映画祭「利休にたずねよ」】
　期間：10月4日（土）～17日（金）
　会場：シネマ尾道
　茶人「千利休」を題材にした映画「利休にたずねよ」を上映しました。
【荒木村重、備後尾道に落ちる】
　期間：9月12日（金）～10月26日（日）
　会場：尾道市立中央図書館・尾道商業会議所記念館
　織田との抗戦の最中、隠遁先が毛利領内の備後尾道であったとの逸話があ
　る荒木村重に焦点をあてた企画展を実施しました。
【おちゃのわ】
　期間：10月5日（日）
　会場：島居邸～今川玉香園茶舗土蔵
　尾道を旅するようにお茶を楽しむ企画「おちゃのわ」を実施しました。

【茶道具展　以礼和而交人】
　期間：9月6日（土）～10月26日（日）
　会場：耕三寺博物館　金剛館２階展示室
　藪内家歴代家元に因んだ茶道具の優品の展覧会を実施しました。
【１００のアイデア、あしたの島。】
　期間：9月13日（土）～10月26日（日）
　会場：百島島内各所
　瀬戸内海に浮かぶ広島県尾道市の離島「百島（ももしま）」を舞台にした国際
　的な現代美術展を実施しました。
【ストーリー・オブ・チェアーズ展】
　期間：9月13日（土）～10月26日（日）
　会場：尾道市立美術館
　椅子をテーマにした展覧会を実施しました。
【インフォーカス５】
　期間：9月13日（土）～10月19日（日）
　会場：MOU尾道市立大学美術館
　尾道市立大学出身の若手作家の展覧会を実施しました。
【未来心の丘開園１４周年記念イベント　Pictures　短編映画と写真と絵手紙】
　期間：10月1日（水）～13日（月・祝）
　会場：耕三寺博物館各所（未来心の丘・ギャラリーなど）
　写真・絵手紙や短編映画のワークショップを実施しました。
【AIR DIVE TOUR】
　期間：9月20日（土）、21日（日）、27日（土）、28日（日）、10月25日（土）、26日（日）
　会場：光明寺會舘・尾道旧市街地斜面地ほか
　尾道山手地区の空き家などで展開されるアーティスト活動の現場を巡るツアー
　を実施しました。
【特別公開　三塔めぐり】
　期間：9月13日（土）、10月12日（日）、19日（日）
　会場：浄土寺多宝塔・西國寺三重塔・向上寺三重塔
　尾道が誇る国宝・重要文化財の三名塔の特別公開を実施しました。

■期　間：
■会　場：
■来場者数：

9月13日（土）～10月26日（日）
【尾道市】　島しょ部及び臨海部
43,700 人
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しまのわ ご当地フェスティバルin今治

　愛媛・広島の“しまのわ”の輪がさらに広がり、瀬戸内７県の
ご当地グルメ・ご当地アイドルが今治に大集合！魅力的なご当
地グルメに舌鼓を打ち、個性的なご当地アイドルの夢の共演を
思う存分楽しんでいただき、夜には、日本初となる郷土芸能と
コラボした３Ｄプロジェクション・マッピングの世界を皆様に堪
能していただけました。また、イベントの様子は、愛媛のＴＶ番
組で生放送されました。

■期　間：

■会　場：

■来場者数：

9月27日(土)、28日(日)

【今治市】　今治大丸跡地

100,000 人

【ＩＤＯＬ侍‐しまのわの合戦‐】　
同じく瀬戸内をはじめ、全国各地から総勢18のご当地アイドルが今治
で夢の共演！特設ステージを舞台に、個性的なライブステージを繰り
広げました。
　○愛媛県：ひめキュンフルーツ缶・ｎａｎｏＣＵＮＥ・ＡｉＣｕｎｅ・
　　　　　  ＦＲＵＩＴＰＯＣＨＥＴＴＥ
　○広島県：まなみのりさ・放課後広カワ団・ひろしまＭＡＰＬＥ★Ｓ
　○兵庫県：羽越カレン
　○岡山県：ｍｙ♪ラビッツ・アンジェル
　○山口県：１０ＣＯＬＯＲ’Ｓ
　○香川県：ＣｏＣｏデコル
　○徳島県：Ｂａｂｙ ｄｏｌｌｓ 
　○福岡県：ＱｕｎＱｕｎ
　○京都府：櫻井ゆりの
　○大阪府：Ｍｉｎｉａｔｕｒｅ Ｇａｒｄｅｎ
　○東京都：Ｔｏｋｙｏ Ｃｈｅｅｒ２ Ｐａｒｔｙ・イエロー☆キャンドル

【水軍乱舞　～郷土芸能×3Dプロジェクション・マッピング～】
村上水軍の拠点の一つである今治にて、水軍をテーマとした３Ｄプロ
ジェクション・マッピングを開催！郷土芸能の能島水軍太鼓とコラボ
するという日本初の試みですが、舞台上で繰り広げられる勇壮な太鼓
の音と映像のショーを、多くのお客様に楽しんでいただきました。

【ご当地グルメフェスタin今治】
瀬戸内をはじめ、ゲストとして全国的に知名度の高い富士宮やきそば
など、総勢20のご当地グルメが、お客様の食欲を満たしました。
○愛媛県：今治焼豚玉子飯・八幡浜ちゃんぽん・サンチャー・にいは
まえび天バーガー・揚げ鯛・大三島ソースオムそば・宮窪さざえ飯・しま
なみ鯛だしラーメン・岩城レモンポーク丼　○広島県：備後府中焼
き・三原たこボール　○兵庫県：あかし玉子焼　○岡山県：津山ホル
モンうどん・児島たこしお焼きそば　○香川県：ふじむら骨付き鳥　
○徳島県：とくしま豆天玉焼き・阿波ボーヤ　○静岡県：富士宮やき
そば　○京都府：京都伏見塩麹とりから・京都九条ねぎ焼き

第2章 事業の記録 ─ イベント編 ─
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しおあかり 竹原　～塩と竹と灯りの幻想的な世界～

　かつて塩の産地として栄えた竹原市で、塩と竹を使ったイ
ベントを開催しました。期間中はソルトアート作品の展示や、
「町並み保存地区」で開催される“町並み竹灯り～たけはら憧
憬の路～”と連動し、竹あかりオブジェのライトアップ展示を行
いました。

【ソルトアート展示】
地元大学生によるソルトアート作品を展示しました。瀬戸内の塩で
作ったウサギや絵巻物で「竹取物語」からイメージされる世界を演出
しました。

【竹あかりオブジェ展示】
竹あかり演出家CHIKAKENと地元大学生たちがコラボして作った竹
あかりオブジェをロウソクの炎でライトアップし、幻想的な空間を作りま
した。

【期間限定オリジナルランチメニュー】
竹原の名産をふんだんに使った「しおあかり」特別ランチメニューを提
供しました。

■期　間：

■会　場：

■来場者数：

＜ソルトアート展示＞10月11日（土）～26日（日）
＜竹あかりオブジェ展示＞10月24日（金）～26日（日）
＜期間限定オリジナルランチメニュー＞10月11日（土）～26日（日）

【竹原市】　たけはら海の駅

11,300 人
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海軍グルメフェスタｉｎ呉

　海軍の町として有名な呉市。
　そんな呉に、旧海軍ゆかりの舞鶴市、横須賀市、佐世保市が
集結して海軍グルメの祭典を開催しました。
　カレーや肉じゃがなどの「海軍グルメ」と、呉の名店が当日限
定メニューを提供する「しまのわグルメ」、瀬戸内を感じる特別な
一皿を提供する「瀬戸内・広島グルメ」の３つのゾーンで様 な々
ご当地グルメを楽しんでいただきました。
　ステージイベントでは旧軍港４市によるPR演出や呉市の和
太鼓団体「Japanese Drum 和☆Rock」による演奏、呉市が舞
台となったテレビドラマ「戦艦大和のカレイライス」PR、瀬戸内し
まのわ応援隊「まなみのりさ」ライブなどで盛り上がりました。

【海軍グルメゾーン】
呉市からは「東郷さんの肉じゃが」や呉名物「鳥皮みそ煮」、「潜水艦カ
レー」、地ビール「海軍さんの麦酒」、「海軍さんの珈琲」、「大和ラムネ」な
どを販売しました。
舞鶴市からは「元祖肉じゃが」、横須賀市からは「よこすか海軍カ
レー」、佐世保市からは「護衛艦カレー」なども販売し「海軍グルメ」の競
演で来場者に楽しんでいただきました。

【しまのわグルメゾーン】
呉市の企業や飲食店とコラボレーションして、イベント限定メニューを
開発し、グルメやスイーツを楽しんでいただきました。

【瀬戸内・広島グルメゾーン】
広島のしまのわ開催エリアから、それぞれのご当地グルメが登場しまし
た。

■期　間：

■会　場：

■来場者数：

１０月１２日（日） 

【呉市】　大和波止場（大和ミュージアム）

32,000人

第2章 事業の記録 ─ イベント編 ─
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しまのわ学校 文化祭 in 興居島　～長い長いしまのテーブル文化祭～

　松山から一番近い有人島である興居島の廃校（旧泊小学
校）を舞台に、瀬戸内の食と音楽とアート、島で楽しむスポーツ
を中心とした総合文化祭を開催しました。旧小学校校舎の空
き教室やグラウンド等を活用して、大人から子供まで楽しめる
多種多様な催しを実施し、当日は「みきゃん」、「しまぼう」とフラ
ガールズが泊港でお出迎えするなど、島内外からお越しいただ
いた多数の来場者をおもてなししました。

■期　間：

■会　場：

■来場者数：

10月19日(日)

【松山市 興居島】　しまのテーブルごごしま（旧泊小学校）

2,500 人

【アート・音楽部門】
学校の空き教室やグラウンドを活用して、パフォーマンスユニットの
Hanbun.co（ハンブンコ）、人形使いのMatija Solce (マティア　ソル
ツェ)など、県内外の様々なアーティストによるパフォーマンスやワーク
ショップを実施しました。OrangeBoomBoom（オレンジブンブン）のド
ラムサークルステージでは、地元興居島小学校児童が水軍太鼓と共
演し、会場中に「わ」を広げていました。また、同日に民間企画イベント
としてアン・ディ・ムジーク愛媛が体育館で開催した「しまの音（ね）音
楽祭」では、興居島の小学校の校歌をはじめ、「しまで歌い継ぎたい
曲」に寄せられた「みかんの花咲く丘」「瀬戸の花嫁」などの曲を、来
場者と一緒に合唱し、島への想いを共有しました。
≪参加アーティスト≫
◇Hanbun.co×中ムラサトコ×工藤精◇Matija Solce◇アン・ディ・ム
ジーク愛媛◇OrangeBoomBoom◇もうひとり◇田村祐子◇ツヨニー

【スポーツ部門】
しおかぜ公園では、杉山輪業による2015年モデル最新自転車の展
示や試乗体験を行い、多くのサイクリストが訪れました。また、この公
園を起点として島内17kmを走るランニングや、島の空気を吸いなが
ら体と心をリラックスさせるヨガ体験を行いました。

【食部門】
グラウンドを円形に囲むように軒を連ねた色とりどりのテントでは、県
内の飲食業者が個性溢れる食ブース（27店）を展開し、興居島産のひ
じきや柑橘、タコなどの島の食材を使った料理から、屋台のB級グルメ
まで幅広く提供し、来場者の食欲を満たしていました。
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よしうみ秋のバラフェスタ 瀬戸の花嫁 ローズウェディング

■期　間：

■会　場：

■来場者数：

10月19日（日）

【今治市 大島】　よしうみバラ公園

15,000 人

　春のバラ祭りよしうみ～恋愛指数ＵＰ！島ｄｅ婚トレ～では、
主に恋愛指数向上や出会いの場の提供に主眼を置きました
が、今回はよしうみ秋のバラフェスタとタイアップし、よしうみバ
ラ公園を結婚の聖地として打ち出すべく、「瀬戸の花嫁」を
テーマに「しまのわ」ならではの趣向を凝らした人前挙式を実
施。喜びと幸せに満ちた素敵な一日となりました。

【瀬戸の花嫁ローズウェディング】
花言葉が「愛」のバラが咲き誇る「よしうみバラ公園」を舞台に、公募で
選ばれた5組のカップルの合同人前結婚式を開催しました。和装の1
組はバラ公園隣のシーパークにて嫁入り舟で登場し、おごそかな雰囲
気の中で、瀬戸の花嫁を具現化しました。洋装の4組は、バラに包まれ
たローズガーデンに、各々の趣向を凝らした演出で登場し、ヴァージン
ロードを楽しみました。愛媛県知事・今治市長も立ち会いの中、華やか
で一生の記憶に残るであろう素晴らしい式となり、会場は祝福の拍手
に包まれました。

【（よしうみ秋のバラフェスタ）バラ・コレ2014】
今治トップレベルの美容師が、カクテルドレスを着たモデルや、ご当地ア
イドル「ひめキュンフルーツ缶」のメンバーをバラをテーマにライブ形式
でヘアメイクするショーを開催。満開のバラに負けない美しい姿に変身
させました。

【たまご広場等での各種アトラクション】
全国のご当地グルメの出店、尾道市立大学生による似顔絵、ふわふわ
ドームなど多数のイベントが開催され、大勢のお客様でにぎわいまし
た。

第2章 事業の記録 ─ イベント編 ─
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第１１回 三原浮城まつり　　

　「三原城（浮城）」をテーマにした祭りを、小早川甲冑部隊練り
歩きや、三原名物「たこ」を使用したさまざまな「たこグルメ」、市
民が描いた灯ろうなどで盛り上げました。市内外から多くのお
客様にご来場いただき、過去最高の来場者数を記録しました。

【全会場共通】
小早川甲冑部隊旧城下練歩きが行われ、勇壮な甲冑姿での口上など
で祭りを盛り上げました。

【駅前市民広場会場】
○三原名物「たこ」を扱う飲食店８店舗、９メニューが集結して、多くの
　お客様にさまざまな「たこ」料理をご堪能いただきました。

■期　間：

■会　場：

■来場者数：

＜駅前市民広場会場、港会場、ＪＲ浮城広場会場＞10月25日（土）
＜全会場＞10月26日（日）

【三原市】　三原駅前周辺・三原港周辺

95,000 人

○駅前広場ステージでは、三原やっさ踊り、新流やっさ、広島の人気テ
　レビ番組出演者による生トークショーや北広島町龍南神楽団による
　「夜神楽」などでお楽しみいただきました。三原市と福山市内海町のし
　まのわ参加団体の方による「しまのわポーズ」でフィナーレを飾りました。
○市町ＰＲブースでは、毛利両川（りょうせん）で関係の深い北広島町
　の特産品販売や、福山市内海町による真鯛の釣り堀などでお楽し
　みいただきました。
○あかりプロジェクトが駅前広場ステージ終了時間ごろから開催され、
　市民の方などが中心になって描いた約3,000個の灯ろうで、港会場
　の前夜祭へお客さまをいざないました。

【港会場】
○前夜祭では停泊中のヨットにイルミネーションを施し、ステージでは
　ジャズコンサートが開催され、ナイトカフェで前夜祭を盛り上げました。
○港湾ビル内では、全国から募集した「瀬戸内」を撮った写真とそれに
　まつわるメッセージ１００選の展示会を実施しました。

【ＪＲ浮城広場会場】
500系ミニ新幹線やカンセンジャーのステージイベントなどで、多くのお
客様にお楽しみいただきました。また、２６日（日）には東京農業大学な
どの物産店も出店し、にぎわいました。

【マリンロード会場】
うきうき浮城市などに多くのお客様にご来場いただきました。
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瀬戸内しまなみ海道・国際サイクリング大会　サイクリングしまなみ

　「瀬戸内しまのわ2014」のフィナーレを飾るイベントとして、愛
媛県今治市と広島県尾道市を結ぶ、「瀬戸内しまなみ海道」及
びその沿線地域を舞台に、国内最大規模の国際サイクリング
大会を開催しました。
　この大会は、瀬戸内しまなみ海道の高速道路本線を全ての
コースに組み込んだ特別なサイクリング大会であり、初心者か
ら上級者まで楽しんでいただける多彩なコースを設定し、瀬戸
内の美しい島 と々海、様 な々形状の架橋が織り成す絶景、豊か
な自然に育まれたおいしい食べ物、そして何より島に暮らす
人々の温かい心で参加者を「おもてなし」しました。
　大会当日、国内は北海道から沖縄まで、海外からはアジアを
中心に３１の国と地域から、約7,300名ものサイクリストが参加
し、見事な秋晴れのもと、非日常の開放感あふれるサイクリング
やしまなみ海道の絶景を堪能していただきました。
　参加者からは、「景色が素晴らしい」「沿道の声援や地域な
らではのおもてなしに感動した」などの意見が多数寄せられ、
国内のみならず世界に向けて「サイクリストの聖地」、「瀬戸内し
まなみ海道」を強力に発信することができました。

【国際サイクリングコース】
　A コース COMPLETE SHIMANAMI（今治～尾道（片道）） 約65㎞
　B コース IKUCHI 100（今治～生口島（往復）） 約100㎞
　C コース YUMESHIMA 70（今治～弓削島（片道）） 約70㎞
　D コース IWAGI 60（今治～岩城島（片道）） 約60㎞
　E コース OMISHIMA 110（今治～大三島（往復））約110㎞

【しまなみ海道ふれあいコース】
　F コース OMISHIMA to IKUCHI 15（大三島～生口島（往復）） 約15㎞
　G コース HAKATA to IKUCHI 30（伯方島～生口島（往復）） 約30㎞
　H コース OSHIMA to OMISHIMA 30（大島～大三島（往復）） 約30㎞
　 I  コース KURUSHIMA 25（来島海峡～大島（往復）） 約25㎞

■期　間：

■会　場：

■来場者数：

10月26日（日）

【今治市、上島町、尾道市】
瀬戸内しまなみ海道及びその周辺地域

66,481 人
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クロージングイベント

【ファイナルシンポジウム】
「瀬戸内しまのわ２０１４」終了後も、地域資源を活用した観光まちづく
りの取組を継続していく契機とするため、シンポジウムを開催しました。
「しまのわ座談会」において、愛媛・広島の民間企画イベント実施者に
よる取組発表等を通じ、「しまのわ」の成果を共有するとともに、「しまの
わアワード」では、民間企画イベント継続に向けた激励を行い、今後の
瀬戸内エリアの観光振興に向け、両県知事、しまのわ開催エリア市町
長による「しまのわ宣言」調印式を行いました。

【クロージングイベント】
サイクリングしまなみのゴール地点のひとつでもある今治西部丘陵公
園（しまなみアースランド）において、瀬戸内しまのわ2014応援隊長（友
近・アンガールズ）出演によるトークショー、瀬戸内しまのわ応援隊（まな
みのりさ・ひめキュンフルーツ缶）によるご当地アイドルライブショーを開
催しました。また、開催エリア１３市町の“しまのわ満喫ブース”を出展し、
「しまのわ」の成果をPRしました。

【クロージングセレモニー】
今後の瀬戸内エリアの観光振興に向け、瀬戸内各県知事のメッセー
ジを放映するとともに、愛媛・広島両県知事による「しまのわ宣言」の発
表をもって、約７カ月にわたって開催した「瀬戸内しまのわ２０１４」を閉
幕しました。

■期　間：

■会　場：

■来場者数：

10月25日（土）～26日（日）

【今治市】　村上三島記念館、しまなみアースランド

53,400 人
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しまのわ分校

島民らとの「学びあい」を通し、島
の魅力を発掘・共有・発信する
「しまのわ分校」を実施しました。
住民などが先生となり、自然観
察、環境保全、歴史・伝統文化体
験などをキーワードに22種類の
「授業」を各島で実施しました。

期　　間：
会　　場：
来場者数：

3月6日（木）～10月19日（日）
松山市、今治市、上島町の島しょ部・臨海部
917 人

しまなみ歌舞伎

神社境内に特設舞台を設け、瀬
戸内のほか同神社にもゆかりの
ある義経にちなんだ歌舞伎「義
経千本桜」の一場面である「碇知
盛」を市川海老蔵丈が上演。歌
舞伎や太鼓など古典芸能に触れ
る親子ワークショップも開催しま
した。

期　　間：
会　　場：
来場者数：

6月7日（土）、8日（日）
今治市　大山祇神社
7,058 人

しまのわ海賊フェスティバル

「村上海賊の娘」の著者・和田竜
さんのミニトークショー、松山三
越でのしまのわざくざく感謝祭、
愛媛県立美術館での特別展な
ど海賊にまつわる様々なイベント
を実施しました。

期　　間：
会　　場：
来場者数：

9月27日（土）～10月19日（日）
松山市、今治市
65,338 人
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映写する島祭　「瀬戸内のわたしの小さな祭りの記憶」

日本の有人島を300以上撮影し
てまわり、小さな祭りを記録してき
たフォトグラファー黒岩正和さん
と、尾道市因島生まれのコピーラ
イター村上美香さんがお届けし
た映写展示。映像と音楽で瀬戸
内の祭りの魅力を多くの方にお
伝えしました。

期　　間：
会　　場：

8月1日（金）～10月26日（日）
8月1日（金）～9月7日（日）：ONOMICHI　U2
8月1日（金）～10月26日（日）：広島駅南口地下広場

写真とコトバの展覧会　「瀬戸内、島想い。」
瀬戸内の島をふるさとにもつ写真家　脇山功さんとコピーライター村上美香さんのコラボ
レーションによる、一枚の写真と一葉のメッセージから瀬戸内の多島美や人々の暮らしを
伝える企画展で、広島県内各地を巡回し、多くの方にご覧いただきました。

広響しまのわコンサート　～海を越えて、故郷へのメッセージ～

広島交響楽団によるコンサートを
開催しました。オーケストラによる
管弦楽や弦楽四重奏のほか、瀬
戸内にちなんだ詩を朗読し、音
楽を通じて瀬戸内の魅力や人々
の暮らしをお伝えしました。

期　　間：
会　　場：

来場者数：

8月30日（土）、31日（日）
8月30日（土）：尾道市瀬戸田町（ベル・カントホール）
8月31日（日）：三原市（三原市芸術文化センターポポロ）
516 人

期　　間 来場者数
48,900 人3月29日（土）、30日（日）

4月1日（火）～6日（日）
4月10日（木）～16日（水）
4月19日（土）～5月14日（水）
5月17日（土）～6月1日（日）
6月7日（土）～15日（日）
7月24日（木）～8月5日（火）
8月9日（土）～9月15日（月・祝）
9月18日（木）～27日（土）
9月30日（火）～10月13日（月・祝）
10月15日（水）～26日（日）

会　　場
イオンモール広島府中
ＪＲ西日本 大阪駅 大阪ステーションシティ
福屋 広島駅前店
ONOMICHI　U2
広島市子ども文化科学館
大和ミュージアム
ぎゃらりぃ宮郷
尾道市立因島図書館
フジグラン広島店
ふくやま美術館
三原市芸術文化センター
ポポロ
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ＪＴＢ募集型企画旅行
野村萬斎『宮島狂言』ｉｎ厳島神社

フォトロゲイニング広島

2014三原・白竜湖トレイルラン

S－１グランプリ

VecchioBambino2014Stageしまのわ

島キャンプ

ＪＴＢ観光振興リレーフォーラム

ウォーキング＆トレッキング

しまのわイベント関連ツアー

バンカーサプライ 呉艦船めぐり

ＪＴＢスカイバス

瀬戸内アイランドトレイル2014

多言語案内音声ペンによる
観光案内サービス

瀬戸内しまのわミステリーゲーム

10月3日（金）、4日（土）

10月12日（日）

9月14日（日）

9月14日（日）

9月14日（日）

9月13日（土）

9月13日（土）、14日（日）

8月15日（金）～17日（日）
8月23日（土）～25日（月）

7月2日（水）

6月28日（土）

9月13日（土）

6月15日（日）

6月14日（土）、15日（日）

５月１６日（金）

５月～１０月

4月25日（金）～6月22日（日）
　（金土日のみ）

3月39日（日）

3月21日（金・祝）～10月26日（日）

3月21日（金・祝）～10月26日（日）

嚴島神社（廿日市市）

三原市内

尾道市内

白竜湖（三原市）

安田女子大学（広島市）

広島平和記念公園（広島市）

福山市・尾道市・三原市

国立江田島青少年交流の家（江田島市）

広島国際会議場（広島市）

松山全日空ホテル（松山市）

高見山（尾道市）

野呂山（呉市・東広島市）

あきつ杜氏祭り（東広島市）                   

鞆の津 町並み 花めぐり（福山市）

呉港（呉市）

道後温泉（松山市）⇔JR福山駅（福山市）を往復

蒲刈島（呉市）

宮島（廿日市市）・尾道市・竹原市

全開催エリア対象

1,060 人

156 人

970 人

480 人

10,977 人

141 人

341 人

63 人

262 人

2,088 人

2,608 人

793 人

322 人

233 人

その他に開催された特別企画イベント
イベント名 開催日時 開催場所 来場者数

S－１グランプリVecchioBambino2014Stageしまのわ

2014三原・白竜湖トレイルラン

瀬戸内アイランドトレイル2014
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