Industrial city NIIHAMA a bird eye view

「モノ」づくり都市 新居浜
観光とは無縁に思われるかもしれませんが、
現在の工都形成に至るまでの歴史に
新居浜ならではの魅力あふれる見どころがいっぱい。

▲

別子銅山

新 居 浜 太 鼓 祭 り 10 /15・16・17・18

元禄４年開坑時、標高約1200ｍの山中で採掘を開始した別子銅山。283年後（昭和48年）
の閉山時は海面下約1000mまで掘り進み、その間に産出した銅量は約65万ｔに及ぶ日本
屈指の銅山です。
江戸時代、その銅は長崎貿易を通じて、世界を駆け巡りました。明治に入ると急速な近代
化を実現する一方で、世界に先駆けて環境問題に取り組み、閉山後の地域発展も見据え
た銅山経営を行いました。その歴史は、時代とともに山を下りながら今日の「工都 新居浜」
を形成したと言えます。市内にはその足跡が時空を越えて数多く点在しています。

厚さ30cmを超える立体刺繍の見事さ！
重さ約３ｔ・高さ5.5ｍ・長さ12ｍの巨大さ！
お腹に響く太鼓の音と掛け声の迫力！
150人余りの男衆が担ぎ上げる勇壮さ！

10月

大島八幡神社秋季大祭

上旬

（夜宮まつり）
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旧別子エリア
四季を感じる 癒
しのスポット♪
森林公園 ゆらぎの森

別 子 ライン

オーベルジュゆらぎ
緑に囲まれて、寛ぎの時間が楽しめる宿泊施設です。
レストランでは別子山の食材を活かしたメニューで
おもてなし
（収容人員26名／要予約）
。
キャンプやBBQ
のほか、作楽工房では竹笛などの木工体験が可能です。

別子銅山発祥の記念すべき最初
の坑道です。元禄3年、住友家が
経営していた備中の吉岡銅山の
支配人であった田向重右衛門一
行が調査し、大変有望な鉱床で
大喜びしたことにちなんで名づけ
られました。護符を柱に掲げてい
るので間符と呼ばれていました。

治

生子橋

歓喜坑

明

市の中央部を流れる国領川上流の生子橋から河又へ
至る約10kmの渓谷景勝地。変化に富んだ巨岩と清流
に恵まれ、県指定名勝、新日本百景にも選ばれています。
新緑、紅葉のころが特に美しく、ドイツなどを貫流する
ライン川の渓谷にあやかって名付けられました。

元禄の開坑から226年間にわたり別子銅山の中心地であったところ。
明治30年代は1万人余の人口がありました。
（当時愛媛県内4位の人口）
緑に復した山腹は、
当時の繁栄を伝える産業遺産の宝庫です。

〔標高約1300m〜1000m〕

標高

約1300m

江戸元禄

時代

別子鉱山鉄道上部線（住友史料館所蔵）

青龍橋

第一通洞
（南口） 小足谷接待館跡

明治19年に、排水坑であった代々 明治20年代になると、小足谷が
坑を活用して別子山側と新居浜側 鉱山町として発展し、要人や賓客
を結ぶ全長1021mのトンネルと の宿泊のために接待館が作られ
なりました。銅山越えを往来して ました。別子支配人伊庭貞剛もこ
いた輸送の効率が高まりました。 こで鉱山改革を思案したと言われ
ています。現在は、重厚な赤レン
ガの塀のみが残っています。

筏津坑

☎（0897）64−2220

新居浜船木観光農園

メルファーふたがみ

（フォレスターハウス）

住友家2代総理事・伊庭貞剛（いばていごう）による「大造
林計画」実行から100年を記念して、平成5年、かつて苗畑
が あった植林ゆかりの地に森林管理のモデルとして、
住友の森エコシステムが開設されました。フォレスター
ハウスは、
「木を植えた人＝森林技術者」にちなんで名付け
られ、館 内には植林 の歴 史、森林や林業の資 料などが
展示されています。周辺には記念広場や遊歩道が整備され、
●入館無料
アヤメ
●休館日／月・火曜・12月〜2月（冬季休館） シラカバ·スギ・ヒノキなどが植林されているほか、
☎（0897）
64−2019
やヤマシャクヤクなどを楽しむことができます。

ぶどうとブルーベリーを
心を込めて作っています！

東延斜坑付近（住友史料館所蔵）

でワイワイ
みんなめる！
楽し

約800m

住友の森 エコシステム

フルーツ狩り 6月中旬〜9月末

園内のブルーベリーが食べ放題！
小さなお子様連れのお客様でも
時 間を気にせ ず ゆっくりブル ー
ベリーを堪能することができます。

鉱脈を探すために昭和26年
ボーリング調査をした際、ロッ
ドの先端（工業用ダイヤモンド）
が水脈に当たり水が湧き出まし
た。調査終了後回収不可能にな
り地下にそのまま残ってしまっ
たためこの名前がつきました。

明治22年に建設された施設
で、廻り舞台もあり収容人数は
1,000人を超えていたと言われ
ています。毎年5月の山神祭に 別子銅山の鉱床は本鋪、余慶、筏
は関西から役者を呼び、歌舞伎 津、積善の4つで、筏津坑は、中に
や芝居が上演されていました。 入ることができる唯一の坑道です。

●ツイン8部屋
●定休日／水曜

とう

なる

東平エリア

大正5年から昭和5年まで別子銅山の採鉱本部が置かれたところ。
最盛期には約5000人もの人が生活していました。
貯鉱庫・索道基地・インクラインなどの遺構や第三通洞・第三変電所など
多数の産業遺産が集中しています。

〔標高約750m〕

東洋のマチュピチュ
とう

【農園】新居浜市船木甲1813

マイントピア別子

☎（0897）47−4095

あかがねミュージアム

なる

東平ゾーン

今なお残る産業遺産を活用して開発された“東平ゾ―ン”
は、赤石山系の大自然に包まれて不思議な光景を広げてい
ます。また歴史資料館やマイン工房などの施設もあります。

ソルティ多喜浜

新居浜市総合文化施設

元禄7年の別子大火災で殉職
した132人のために観音堂が
建てられました。後に、元締、手
代4人の碑石が移されました。
現在は、瑞応寺西墓地に祀られ
ています。

ダイヤモンド水

小足谷劇場跡

遠登志橋

蘭塔場

塩の学習館

※12月初旬〜2月末の間、東平ゾーンは冬季閉鎖となります。

東平歴史資料館

第三通洞

展示室

美術館（展示室1・2、市民ギャラリー）を中心に、ホール
（250席）、太鼓台ミュージアム、にいはまギャラリー
（別子銅山・多喜浜塩田などの歴史 文化の展示・学習
ギャラリー）、芸術創作の場であるアート工房ほかから
なる複合施設です。ホールには親子で鑑賞できる部屋
もあります。また、JR新居浜駅前にぎわいづくりの中心
となる公共公益 施 設として、市民 要 望の多い交 流ロ
ビー、カフェ、物販等の機能を持ちます。
☎（0897）31−0305

施設内には塩田資料展示コーナーと一度に50名の児童・
生徒が学べる学習室があります。屋外の流下式塩田と連結
されていて、
塩田作業の一体感を得ることができる環境構成
がなされています。
「ソルティ多喜浜」で採かんした潅水
（かんすい）を土鍋に入れ、ガスコンロで熱を加え、水分を
蒸発させ「塩」を造る体験学習もできます。
（要予約）

太鼓台ミュージアム
新居浜発 FMラジオ局

ON AIR

Hello! NE W 新居浜FM78.0MHZと
は、新居浜市が行なっている地域ブラン
ディング活動「Hello!NEW新居浜」の一
貫のコミュニティFM放送局です。

明治35年に採鉱地点の東延斜坑底まで1795ｍ、
後に日浦通洞と繋がり東平〜日浦間3990ｍとな
りました。昭和13年かご電車の運転により、新居浜
側と別子山側を結ぶ唯一の交通機関として一般
にも利用されました。

第三通洞（住友史料館所蔵）

マイン工 房
赤レンガ造の旧保安本部建屋を利用し
銅板を使ったレリーフ作り体験やおみ
やげを買うことができるなど、気軽に銅
の魅力に触れることができます。
●銅細工体験材料費525円
●開館／10：00〜17：00
・12初旬〜2月末
●休館／月曜（祝日の場合は翌日）

マリンパー ク新居浜

東洋のマチュピチュ行き観光バスツアー

潮風と波の音に誘われて、
数えきれない楽しさにあふれるリゾート

最新の研究をもとに全身のフォルムを設計し、皮膚の
質感、模様、
カラーリングなど細部に至るまでリアルに
再現。ティラノサウルスとトリケラトプスの俊敏かつ
滑らかな動きも実現し、
まるで生きているような 動く
恐竜 が誕生しました。

世界最大級の
プラネタリウム

ご予約 マイントピア別子 ☎（0897）43−1801

様々な発光原理を使った光で
楽しませてくれるトンネルです。

正

●マリーナ／4月〜9月（8：30〜18：30）10月〜3月（8：30〜17：00）
●研修室／9：00〜22：00
●宿泊室／チェックイン 16：00／チェックアウト 9：00
●レストラン／11：30〜15：00／17：30〜22：00
●休業日／火曜（祝日の場合は翌日）
・年末年始
※キャンプ場利用・レンタル用品など有料

やしの木ビーチ

第三通洞から運び出された鉱石は、貯鉱庫に運ばれ
その下の選鉱場で選別され、索道を利用して端出場へ
運搬されました。

約150m

大

みなとオアシス
マリンパーク新居浜

光のトンネル〈科学技術館〉

☎（0897）40−4100

●要予約
●バス時間 ①11：00〜 ②13：00〜
●大人（中学生以上）1,350円・3歳以上〜小学生750円

東平貯鉱庫跡・
東平索道停車場跡
「みなと」
を核としたまちづくりを推
進するため、
住民参加による地域振
興の取り組みが継続的に行われる
施設として登録されました。

マスコットキャラクター

マイントピア別子発着の当バスには地元ガイド（語
り部）が同行しています。東洋のマチュピチュを知り
尽くしたガイドが説明しますので、別子銅山を楽し
く学んで、よく理解できます。

プレジャーボート・ヨットの上陸・海上保管施設やクラブハウス等を
備えた本格的マリーナの他、研修宿泊施設や遊泳のできるやしの木ビーチ、
イベント広場、多目的グランド、ビーチバレーコート、キャンプ場、シーフードレストラン
など多彩なシーンを演出する四国最大級の海洋性レジャー発進基地です。

リニューアルにより、これまで
以 上に 精 細 で 美しい 星 空と
CGを駆使した大迫力の映像
を、ドーム スクリーン 全 体に
投影できるようになりました。

は

端出場エリア

愛 媛 県 産 せとか・ブ
ル ーベリー・伊 予柑
を使用。各270g

❽ だいだいポン酢

❻ 白いも。黒三笠

❺ 七福芋焼きドーナツ

シーメンス社製の発電機

旧端出場水力発電所

七福芋のやさしい甘みを活かし、
丁寧に焼き上げたドーナツ。

❼ 清酒 華姫桜

❾ 梅酢みそ
ドレッシング

柔らかな 軟 水と 、契
約農家が生産する酒
造 米 など で、新居 浜
唯 一 の地 酒を醸 造。
720㎖

❿ 生しょうゆ
新居のむらさき

皮の香味を特殊製法でソ
フトな食感に仕上げ、食べ
やすいスティック状に。

⓫ 卵かけごはん醤油

愛媛県産梅と白味噌を
使 用した体にやさしい
ドレッシング。
200㎖

かつおだしやみりんなどで
卵に合わせてブレンドした、
少し甘口の醤油。100㎖

⓳ 御栗タルト

⓲ どらー

厳 選した 水あめとクリーム
を材料に、昔ながらの製法で
作る伊予路の銘菓。

⓯ ポリポーリ

⓴ 太鼓よせ巾着

愛媛県のブランド里芋「伊予
美人」を練り込んでこめ油で
揚げた、甘くないかりんとう。

愛情たっぷりに育てた
新 居 浜 産 き くら げ を
丁寧に乾燥。

製造・販売元

花聖角（かせいかく）

細かい細工を、職人が独
自の製 法で 作る鹿 角細
工商品。

⓬⓭愛媛果汁食品株式会社

新居浜硝子

別子 銅 山を 代 表する鉱
石の一つ、伊予青石から
生まれた、深いグリーン
が美しいガラス製品。

えび天

えびと豆腐に魚のすり身を練
り合わせ、油で揚げた独特の
ふわふわな食感の逸品。

ひめマスク

洗濯に強い、レオタード
屋さんがレオタードの生
地で作った布マスク。

❹たるみ製菓

TEL
（0897）46−3203

❺株式会社 森髙リゾート

TEL（0896）74−0880

❻菓舗 蛭子堂

TEL
（0897）41−3841

❼近藤酒造株式会社

TEL（0897）33−1177

株式会社 大愛

TEL
（0897）43−9000

サヨリ商店街株式会社

TEL（0897）41−6305

TEL（0897）32−3351

秋月食品工業株式会社

TEL（0897）34−4455

ここくる

TEL（0897）32−4028

TEL
（0897）41−6443

株式会社 守谷漬物

TEL（0897）41−6961

❽❾株式会社 一梅酢
❿⓫今井醤油醸造所

TEL（0897）41−6297

ソネデザインスタジオ

TEL（0897）33−5721

TEL（0897）45−1080

東田印刷株式会社

TEL（0897）34−5656

TEL（0897）45−0063

株式会社 前川

TEL
（0897）41−9088

TEL（0897）41−4141

有限会社 誠聖工業

TEL（0897）33−9129

TEL（0897）43−1155

株式会社 マイントピア別子 TEL
（0897）43−1801

上記商品は新居浜駅構内観光案内所「ここくる

にいはま

陸路

倉敷JCT

坂出JCT

山陽自動車道

（高速道路）

広島IC

福山西IC

山陽自動車道

瀬戸中央自動車道

西瀬戸尾道IC

松永バイパス

航路

高松・松山自動車道

今治IC

しまなみ海道

今治湯ノ浦IC

いよ小松JCT

●松山→約50分

●高松→約1時間30分

●徳島→約2時間

●高知→約1時間

●広島→約3時間30分

（フェリー）

新居浜IC

約8時間

鉄道

東京

尾道

倉敷

岡山

松山

今治
今治湯ノ浦

新居浜

坂出 高松

いよ小松
井川池田

徳島

四万十町中央

レンタサイクル
〈お問い合わせ・申し込み〉

■新居浜駅前 駐輪場 管理事務所 ■大島レンタサイクル
管理者 加藤
Tel.（0897）32−0310
連絡先 090−1320−5500

旧広瀬邸 旧広瀬氏庭園（平成15年国指定重要文化財・平成30年国指定名勝）

●入館料／無料 ●開館時間／9：00〜16：30
●休館日／月曜・祝日（祝日が日曜の場合は開館）
・
年末年始・地方祭（10/17・18）

☎（0897）41−2200

伝統的な日本建築の様式を持ちながらも西洋の進んだ技術
（避雷針・板硝子・マントルピース・洋式便器等）
を取り入れる
など、
宰平の
「進取の気性」
を垣間見ることができます。
●一般550円／18歳未満・高校生・大学生等 無料
●開館時間／9：30〜17：30
●休館日／月曜・祝日の翌日（日曜を除く）
・年末年始

☎（0897）40−6333

りんかいぶ

江戸時代の積出港跡、明治の鉱山鉄道下部線の駅舎、昭和の社宅群など
平野部には時代を越えた産業遺産が点在しています。
銅山閉山後の後栄策として新居浜港を囲む形で形成された臨海工業地帯は、
別子銅山が生んだ未来遺産ともいえます。

日暮別邸記念館

明治39年に住友家の別
邸として四阪島に建設さ
れた建物の洋館が、平成
30年に住友グループに
より移築・保存され、四
阪島における銅 製 錬の
煙害克服の歴史を中心に
広く伝えていく施設とし
て整備されたものです。

（一社）新居浜市観光物産協会
〒792−0812 新居浜市坂井町2−3−45
Tel.（0897）32−4028 Fax.（0897）32−7808
http://www.niihama.info/

新居浜市観光物産課

●各施設の料金などについては変更の場合がございます。ご利用前に各施設にお問い合わせください。

別子銅山を通じて日本の
広瀬歴史記念館 近代化に貢献した広瀬宰
平
（ひろせさいへい）
の活躍を見ることができます。館内
では、
別子鉱山鉄道上部線の切り通しを再現したジオラ
マ、
映像や実物資料をパネルなどで紹介。

〔標高約100m〜0m〕

予讃線
※岡山で在来線乗り換え
●大阪→約2時間30分

〒792−8585 新居浜市一宮町1−5−1
Tel.（0897）65−1261 Fax.（0897）65−1305
http://www.city.niihama.lg.jp/

明治21年に設置された山根製錬所跡には今もその煙突（国の登録有形文化
財）が残っており、山裾には別子銅山記念館があります。また、上原には別子銅
山中興の祖と呼ばれた住友家初代総理事 広瀬宰平の居宅であった旧広瀬邸
（国の重要文化財・名勝）とその業績を顕彰する広瀬歴史記念館があります。

平野部（惣開・星越・臨海部エリア）

新居浜

お問い合わせ
東京
沖縄

煉瓦造りの高さ20.145ｍの
煙突が生子山山頂に残ってお
り、
「 エントツ山」の愛称で親
しまれ 、地 域のシンボ ルと
なっています。
（国の登録有形
文化財）

そうびらき ほしごえ

三木東

高知

津島

山根製錬所（別子銅山記念館所蔵）

垂水

鳴門

ね

地元食材を使っ
たこだわりのレス
トラン 。季 節 限
定のランチも。

新居浜駅

瀬戸大橋線

●東京→約5時間30分

児島

関空
成田
福岡
羽田
鹿児島 中部国際
沖縄
伊丹

宇多津

やま

レストランもりの風

大 人もこどもも
夢 中になれる
「砂金採り体験」
で一攫千金を夢
見よう！

旧山根製錬所煙突

タクシー 約40分
連絡バス 約1時間30分

岡山
新幹線

広島

下関

※四国オレンジフェリー

東予港

松山自動車道

今治小松自動車道

●岡山→約1時間40分

〔旅客フェリー〕
大阪南港

w
Foollo me

ばら

砂金採り体験パーク

30,000本のシャクヤク
（見頃5月初旬〜下旬）
・
5,500株のカノコユリ
（見頃8月中旬）
・200本
の冬 桜（見頃11月〜
1月下旬）

別子銅山記念館 別子銅山の意義を
永く後 世 に伝 える
ため、住友グループにより閉山後の昭和50年に
開館。建物は鉱山の坑内をイメージした半地下構
造。開坑以来の歴史・地質鉱床・生活風俗・技術
に関する貴重な資料を展示。市内随一のサツキ
の名所としても親しまれています。

ホテル・旅館など
宿泊施設はコチラ

新居浜IC

家族みんなで楽しめる全天候型遊戯施設で
す。壁面の模様は別子銅山の自然をイメージ
しています。遊具や玩具はベビーエリア、低年
齢エリアと別れており、安心して楽しめます。

〔標高約100m〕

にいはま」ですべて購入できます。 ※ ㉒えび天 ㉓伊予の絹かわなす は除く

新居浜市へのアクセス案内
岡山IC

天然温泉、リラクゼーションバスや遠赤外線サウナ
もあり女性にも嬉しい設備です。天空を眺めながら
「炭酸泉」
「酸素泉」が楽しめる露天風呂や地下銅山
をイメージした「岩盤浴」など癒しのスポットです。

上原・山根エリア

TEL（0897）34−9515

⓴株式会社 きいち本舗

当時のトンネルや鉄橋を走る日本初の山岳鉱山鉄道を模した鉱山鉄道
に乗り、
観光坑道に入ると江戸時代にタイムスリップ。近代までの別子
銅山の変遷を学んだあとは、
地中の世界や鉱夫作業を楽しく体験。
☎（0897）43−1801

うわ

TEL（0897）35−2700

⓲⓳株式会社 ハタダ

minetopia̲oﬃcial

スタジオジブリ作品
で活躍する近藤勝也
氏 デ ザインの 、アカ
ちゃんを用いたオリ
ジナルグッズ。

❸近藤製菓有限会社

⓰⓱有限会社 永久堂

あかがねキッズパーク

三大花祭り

伊予の絹かわなす

皮が薄くジューシーな愛媛県
特産の絹かわなす。柔らかく
甘い素材の持ち味はそのまま
にあっさりした浅漬けに。
6〜10月の限定商品。

❶❷株式会社 七福芋本舗

⓮⓯株式会社 別子飴本舗

別子温泉〜天空の湯〜

自然と歴史を感じながら湯〜ったり

鉱山鉄道

アカちゃんトートバッグ
アカちゃんランチバッグ

新居 浜 太 鼓 台 の 布 団 締め
を刺しゅうし、ミニ額に仕上
げました。

観光坑道

端出場ゾーン

Instagram

新居浜絵葉書

新居浜太鼓祭りの指揮者、
かき夫などのシルエットが
デザインされたステッカー
とメモ帳。

鉱山の歴史と森の癒しに
出会う場所

WEB

別子銅山の風景や、
新居浜太鼓祭りを描いた
絵葉書。

布団締め刺しゅう額

ば

新居浜
乾燥きくらげ

新 居 浜 太 鼓 祭りをイ
メージした せん べ い
の詰め合わせ。

新居浜太鼓祭り
シルエットステッカー
新居浜太鼓祭り
シルエットメモ

マイントピア別子

で

端出場鉄橋・端出場隧道

鉱山鉄道下部線の開通に伴い設置。ドイツから
輸入。鋼材の連結点がピンで組立てられるた
め「ピントラス橋」と呼ばれ、建設当時のまま使
用される貴重な橋です。
（国の登録有形文化財）

採鉱本部跡地を利用した鉱山観光のテーマパーク。鉱山鉄道・観光
坑道・砂金採りが楽しめるほか、レストランもあります。

柚子が香る餡に大
粒 の 栗 を 並 べ 、柔
らかく焼き上げた
生地で丁寧に巻き
上げたタルト。

懐かしい「あんこと
バタークリーム」の
組み合わせを、自慢
のしっとりどら 焼
きの生地でサンド。
⓰ 紅まどんなタルト
5月中 旬〜10月中
香ばしいタルト生地に、甘く ⓱ 瀬戸内レモンケーキ
「媛っ娘みかん卵」
「
みかんはちみつ」
を使用。
旬の限定商品。
煮 詰めた紅まどんなをのせ
瀬戸内産レモンの皮を混ぜ込んだ生地は、
て焼き上げました。
優しくてしっとり。

⓮ 別子飴

は

第四通洞

明治45年、別子山側の銅山川から山を貫いて 大正4年に貫通した全長4596ｍの坑内運搬大
引いた水を当時東洋一の落差597ｍの水圧で 動脈。毎日1000人の鉱夫入坑を60年に渡り支
3000kwhの電力を供給。
（国の登録有形文化財） えました。閉山時は通洞から立坑、斜坑を経由し
最深部の海面下1000ｍまでつながっていました。
時空を越えて

端出場採鉱本部周辺（別子銅山記念館所蔵）

⓭ れもんすてぃっく
あまなつすてぃっく
ゆずすてぃっく

火入れせずそのまま瓶詰め
した生醤油。手軽に使える
小さめサイズ。100㎖

和

どこか懐かしい味わいの、
七 福 芋 を たっぷり使った
クッキー。

手絞りした愛媛県産だ
いだ いを 使 用。料理を
引き立てる酸味と香り。
200㎖

昭

❹ 七福芋クッキー

明治26年開通の別子鉱山鉄道下部線の発着駅として発展し、
昭和5年から昭和48年の閉山まで採鉱本部が置かれました。
現在は、別子銅山のテーマパーク「マイントピア別子端出場ゾーン」として
鉱山鉄道や観光坑道などが整備されています。

〔標高約150m〕

❶ 芋焼酎「七福」

七福芋の甘味とえび、ピー
ナッツの風味がコラボし
た、おつまみにもピッタリ
な豆菓子。

ば

⓬ せとかジャム
ブルーベリージャム
いよかんマーマレード

七福芋の優しくて濃い甘みを引き出
した本格芋焼酎。クセのないフルー
ティーな口当たりが好評。500㎖。

七福芋を餡に、竹炭パ
ウダーの入った三笠生
地でサンドしました。

で

☎（0897）46−4100

❷ 芋焼酎「あんぶん」

❸ 七福豆

☎（0897）36−1300

学習室

み な とオアシス

実物大の 動く恐竜

口当たりの良い味わいの
本 格芋焼 酎。七福芋 独特
のすっきりとした、それで
いて 後 引く甘 味 が 特 徴。
720㎖。

●入場無料
●開館／10：00〜17：00
●休館／月曜（祝日の場合は翌日）
・12月初旬〜2月末

●休館日／土・日曜・祝日・お盆（8/15・16）
・年末年始（12/28〜1/4）
●見学・体験については多喜浜公民館にお問い合わせください。
多喜浜公民館
☎（0897）45−0014

愛媛県総合科学博物館

新居浜
物産品

ジオラマや写真パネルなどで当時の産
業・生活文化を紹介。赤石山系の自然や
銅製品も展示。ふるさと観光大使の水
樹奈々さんがナレーターをつとめる「天
空のまち東平」も上映しています。

惣開製錬所（住友史料館所蔵）

●入館無料
●開館時間／9：00〜16：30
●休館日／月曜・国民の祝日（祝日が日曜の場合は開館）
・
地方祭（10/17・18）
・年末年始
☎（0897）31−5017 新居浜市王子町1−11

外国人社宅

外国人技術者のために
昭和初期に建てられた
洋館で2棟が現存して
います。南側に広い庭
を取り、サンルームやテ
ラスがあります。

旧星越駅舎

口屋跡

大正14年、星越選鉱場 江戸時代、
別子山中で製
の操業に合わせて設置 錬された粗銅(あらがね)
された駅。別子鉱山鉄 （銅含有量約90％）を精
道では唯一現存する駅 錬するため大阪へ積み
舎。
（ 平成 26年3月末 出ししていた中継基地
一部修復済み）
（浜宿）
〔愛媛県指定史跡〕
。

