
元 気
い っ ぱ い 、
魅力あふれる
" こ の ま ち "
が 好 き

I like "this town" which is full of energy and charm

みよし市には、夏の三大まつりや特産品などの魅力がたくさんあります。夏の三大まつりはみよ
しの夏の一大イベントとして毎年多くの人でにぎわいます。花火や大提灯、いいじゃん踊りなど
見どころ満載です。ぜひお越しください！また、カキ、ナシ、ブドウといった果樹も特産品として
有名です。どれもおいしいものばかりですので、お店などで見かけた際にはぜひ手にとってみて
ください。みなさんもみよし市の魅力を肌で感じ、新たな魅力をみつけてみてください！
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適度な気候と保水性がありながら水はけがよい土地に
恵まれたみよし市は、南部に果樹園が広がっています。
中でもカキ・ナシ・ブドウは市の特産物として有名で、
毎年多くの人々が実りの季節を心待ちにしています。こ
れらはグリーンセンター三好店、グリーンステーション
三好を始めとした市内直売所などで購入することがで
きます。ぜひ一度、ご賞味ください。

A gem of graceful miyoshi
Miyoshi City is blessed with well-drained land with moderate climate and 
water retent ion ,  and has o rchards in the south .  Among them, 
persimmons, pears, and grapes are famous as special products of the city, 
and many people are looking forward to the fruitful season every year. 
These can be purchased at the Green Center Miyoshi store, Green Station 
Miyoshi and other direct sales offices in the city. Please try it once.

恵み多きみよしの逸品

みよしの夏といえば、やっぱり「いいじゃんまつり」！三好
稲荷閣周辺道路には、さまざまな衣装を身にまとった踊
り手たちが集結し、オリジナルまつりソングで観客と一体
となれるイベントです。

Miyoshi IiJan Festival
Speaking of Miyoshi 's summer, af ter al l , the " I ijan 
Festival"! Dancers wearing various costumes gather on 
the road around Miyoshi Inarikaku, and it is an event 
where you can become one with the audience with the 
original festival song.

三好いいじゃんまつり

みよし市のほぼ中央にある三好稲荷閣で、毎年
夏に行われる「三好大提灯まつり」。高さ約11m
の3つの大提灯が飾られ、夜空に浮かび上がる
さまは圧巻です。朝からお囃子や棒の手奉納が
あり、フィナーレに打ち上げる花火も必見！

Miyoshi Big Lantern Festival
The Miyoshi Big Lantern Festival is held every 
summer at the Miyoshi Inari Pavilion, which is 
located in the center of Miyoshi City. Three 
large lanterns with a height of about 11m are 
displayed, and the appearance in the night sky 
is a masterpiece. There is a hayashiya and 
stick dedication from the morning, and the 
fireworks that are launched at the finale are a 
must-see!

三好大提灯まつり

401個の提灯が灯された7艘の提灯舟が三好池を巡る三好池まつり。花火
には水面に大きな半円の光の弧を描く水中スターマイン、池の中央から放
たれるさまざまな打ち上げ花火が、観る人を幻想的な世界へ誘います。

三好池まつり

Miyoshi Pond Festival
The Miyoshi Pond Festival, where seven lantern boats with 401 lanterns 
lit go around Miyoshi Pond. Underwater star mine, which draws a large 
semi-circular arc of light on the surface of the water, and various 
fireworks launched from the center of the pond invite the viewer to a 
fantastic world.
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平成6年のわかしゃち国体を契機に
オープンした三好池カヌー競技場
は、現在、さまざまな大会の会場に
利用されています。また、市民の間に
カヌーポロの普及をはかるなど、当
市ではポスト国体として「カヌーのま
ち、みよし」を定着させるための多彩
な施策を推進してきました。

In addition to the local Miyoshi High School, canoeing 
is so popular that there are club activities in three 
junior high schools in the city!
The Miyoshi Pond Canoe Stadium, which opened in 
1994 with the Wakashachi National Athletic Meet, is 
currently used as a venue for various competitions. In 
addition, we have promoted various measures to 
establish "Canoe Town, Miyoshi" as a post-national 
polity, such as promoting the spread of canoe polo 
among the citizens.

地元三好高校のほか、
市内3つの中学校にも
部活があるほど
カヌーが盛ん！

市役所産業課窓口や
サンライブなど市内公共施設にて

配布していますので
ぜひご活用ください！

イベント・魅力
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