




「弘法も

筆の誤り」

の語源が

ここに！

食欲の秋！美しい秋の景色を眺めながら、

おなかも心も満たしませんか？「秋てく」でしか

食べられない、美味しい「食」が待っています。

新米と椎茸は
ベストバランス。
運動する人のための
栄養補給にも

オススメしたいコンビ
なのです。

多度津町は古い町並みで、江戸時代より金毘羅参拝客の船や、北前

船（西廻航路）の寄港地として栄え、全国から様々な物産や情報が集

まる、さぬき一の港町として発展を遂げてきました。

廻船業で富を得た豪商の中には「多度津七福神」と呼ばれた人々も

いたほどの繁栄ぶりでした。その１家合田邸と、多度津一万石京極

藩「林家老屋敷」をご案内いたします。

たどつALWAYS

-たどつの古民家と家老屋敷巡り-
こんぴら街道ちょっと寄り道

「昔の門前町・古民家見学」

　毎月第1日曜日(10月～3月)　　500円　　　 9：00/9：10
　多度津町立資料館　　15名
　　多度津町観光協会（平日のみ）　☎0877-33-1113

日

場 定

料 出集

申問

course

course

course

course

多度津町
3時間

2㎞

course

さぬき市14
多度津の
ことなら、
私におまかせ
ください！

多度津の
ことなら、
私におまかせ
ください！

日

定

東かがわ市 体験 自然 グルメ
2時間

1㎞12

NEW

農園を散歩してハーブのつみ取りしましょう。つみ取ったハーブや乾燥ハーブを組

合せてオリジナルハーブティ（5パックほど）作り。ハーブの効能を聞きながら、作っ

たハーブティと自然派スイーツプレートでおやつ時間。お土産に、のうさぎブレン

ドのハーブティ&ハーブクッキー付き！

のうさぎカフェでオリジナルハーブティを作ろう
―農園散歩とハーブつみ取り―

　10月14日（土）　　3,000円（手作りハーブティ代、スイーツ代、土産ハーブティ&
ハーブクッキー）　　　13：00／13：00　　のうさぎカフェ（東かがわ市入野山102）
　10名　　　のうさぎカフェ（大隅）☎090-5946-7286

場

料

出集

申問

高松市 体験 グルメ
2.5時間16

創業42年、純喫茶チャオのマスターがコーヒー豆の自家焙煎を

レクチャーしてくれます。自分で焙煎したコーヒーの味は格別です。

また焙煎体験のあとは「チャオの音楽隊」としても活動しているマス

ターのミニライブも開催。おいしいコーヒーに音楽！

楽しいひとときを一緒に楽しみましょう。

コーヒー豆焙煎体験&ドリップ教室
コーヒーを極めたい

日

定

　12月3日（日）　　2,000円（試飲&おやつ、お土産コーヒー豆付）　　　　　
　　12：45／13：00　　喫茶チャオ（高松市松福町1-9-24）
　15名　　　上原 ☎090-7575-1212
miya9820002000@yahoo.co.jp

場

料

出集

申問

東かがわ市
グルメ

体験
歴史 2時間

1㎞

13

NEW

国産小麦の麺作りにこだわる井筒屋の工場見学。一押し商品は、湯を注ぎ

3分で驚き！のコシとなめらか食感の「即席にゅうめん」。見学後は、好きな

具とスープを組合わせて、自分だけの即席にゅうめんを作りましょう（2

つ）。作ったうち1つは、3時のおやつにその場でいただきま～す。

讃岐手延べ麺 井筒屋の工場見学と
“自分だけ”の即席にゅうめん作り

―東かがわ市のものづくり 国産小麦にこだわった麺―

日

定

　10月28日（土）　　2,000円（自分で作った即席にゅうめん2個、
土産：井筒屋にゅうめん1個）　　　13：20／13：30　　引田のまち並み
駐車場（東かがわ市引田2068番地）　　10名
　　東かがわ市ニューツーリズム協会　☎0879-26-1267

場

料

出集

申問

2時間

0.3㎞
グルメ

NEW
　 10月28日（土）　　3,500円　　　18：15／18：30
　ことでん志度駅前 ヘアーサロンナカマエ　　8名
　　 志度まちぶら探検隊 事務局 岡 ☎090-8970-9352

日

場 定

料 出集

申問

日本酒の旨い季節がやってきました。

秋の夜長をチビチビやって楽しみませんか！

梅にウグイス
竹にはスズメ
紅葉とくればおカン酒

course

高松市15 2.5時間グルメ 体験

　 10月15日（日）　　2,500円（食事代）　　　15：15／15：30
　 茶房太朗（駐車場あり・高松市屋島中町306-3）　　20名　　　茶房太朗　　　
　☎087-887-6751（14：00～17：30 木曜定休）八百屋ひとみ　☎090-6285-9113

日

場 定

料 出集

申問

太朗＆ひとみの「旬を知り身体をつくるシ

リーズ」。第二弾は、秋の実り「新米と椎茸」が

テーマです。

八百屋ひとみは運動のための食事学の専門

家でもあります！「茶房太朗」のすぐ近くに新

しくできた「レクザムフィールド」を散歩して、

旬、食、運動のための食事学のお話をし、茶

房太朗の夕ご飯をみんなで一緒に。

東かがわ市から来ていただく原木椎茸の生産

農家さんのお話も楽しみです。

旬を知り身体を作るシリーズ
「秋は新米と椎茸！」
八百屋ひとみ×茶房 太朗プレゼンツ

11

なぜこんな所に

刀傷が…！？

「林求馬邸」へようこそ！

合田邸のステンドグラス

資料館

からスタート！

多度津の地形

ってどうなってる？

たどつALWAYS

-たどつの古民家と家老屋敷巡り-

こんぴら街道ちょっと寄り道「昔の門前町・古民家見学」

一足お先に体
験してきました

！青鬼 くん オススメ！

てく
！

　
 

特 集

秋の

何が起きるか楽しみ～！

いつもと違った

見方で楽しむことが

できますね！

地面から
水の音が
聞こえる？！

多度津の

深い歴史と文化を

学べて大満足！

知れば知るほど

奥が深い！

◀ガイドの関口一幸さん

「柳原菓子店」の

一太郎せんべい

をパクリ！

知らなかった
ことが

たくさん！

「林求馬邸」を案内してくれた

村井信之さん

この秋、青鬼く
んオススメのま

ちあるきコース
を紹介します！

観光素材、地
域まちおこしの

材料として注目
される古民家

を

題材にしたコ
ースに焦点を

当てました！！

「林求馬邸」には

大塩平八郎の

書も！！

「合田邸」には

細部までこだわりが！

多度津町立資料館の

西山慶祐さん

3 4日 開催日 料 料金 出
出発時間 または
開始・開演時間

場 集合場所集
集合時間 または
受付・開場時間

定 定員 申 申込先問 問合せ先
所要時間目安
コース距離目安

時間

㎞

秋てく      体験記番外編

（軽い）



「平賀源内記念館」、
「ジョージナカシマ

記念館」にて

発売！

1 2 3 4
ごはんや醤

「ひけた鰤丼」

桃山ひろせ

「引田ふしセット」

かめびし屋

「しょう油ピザ」＋しょう油あられ

うどんや まるちゃん

「限定うどん」

　 12月2日（土）　　2,000円（昼食代、保険料等）　　　8：20／8：40
　さぬき市役所西玄関　　20名
　　 おへんろつかさの会（さぬき市商工観光課内） ☎087-894-1114

　 12月2日（土）
　 3,200円（昼食付）
　　 9：15／9：30
　ことでん志度駅前 ヘアーサロンナカマエ
　 15名
　　 志度まちぶら探検隊 事務局 岡
☎090-8970-9352

　 10月8日（日）
　 2,000円（クリスタルボウル演奏、禅
体験、朝がゆ、保険代）
　　 7：50／8：00
　 宝光寺（東かがわ市東山1200）
　10名
　　東かがわ市地域おこし協力隊
田坂智子 ☎080-6374-7418
※リラックスできる服装、飲み物、タオルをご持

参ください。

日

場

定

料

出集

申問

澄みきった空気の中、人里離れたお寺で朝の禅体験をしてみませんか？クリスタルボウル演

奏の音色を聴き、朝がゆを食して、今日も1日幸せでありますように！

体験
3時間

往復5㎞

2時間

0.5㎞

6時間

10㎞

3時間

1.5㎞

course

東かがわ市

宝光寺で禅体験と朝がゆ×
クリスタルボウル演奏
―知る人ぞ知る安産の寺！を訪ねてみよう―

さぬき市古墳巡り～富田茶臼山古墳編～
四国最大の前方後円墳を散策し、讃岐の古代を考えよう

　 10月末まで（完全予約制）　　5,400円（ワンドリンク付き）　　　デイタイム①9：30
②12：30／デイタイム①10：00②13：00　サンセット16：30／サンセット17：00
　 ビーチハウスYAMADA（東かがわ市馬篠1527-1）　　2～4名（1名の場合は相こぎ）
　　 中野耕治さん ☎ 090-3786-7296 lamprofeuille@gmail.com
※ぬれてもよい服装、帽子、スニーカーorマリンシューズ

日

場 定

料 出集

申問

瀬戸内の魅力がギュッとつまった

山田海岸で、まるで海の魔法の

じゅうたんのようなSUP体験をし

ませんか？しっかり動いた後は、癒しのひとときをお過ごしください。

体験 自然 癒し

course

東かがわ市

山田海岸SUP
（スタンドアップ
パドルボード）体験
―らくらく海上さんぽ―

源内の里deお遍路体験
～マニュアル片手にプチ巡礼～ 

　月・火・木・金・土・日（食事処により催行日が異なる）　　2,000円（ランチ、ガイド、保険料）
　　9：50／10：00　　讃州井筒屋敷（東かがわ市引田2163）　　2～6名（7名以上要相
談）　　　東かがわ市ニューツーリズム協会　☎0879-26-1267

日

場 定

料

出集

申問

昔懐かしい建物が残るまち並みをガイドさんと一緒に歩いて、地元住民とのふれあいを楽

しみましょう。ツアー特別ランチは、4つのメニューからお好みを選んで。

1.5時間

2㎞
（相談に応じる）

グルメ 歴史

引田のまちあるき＋
選べるランチツアー
―まち並みも郷土料理も味わおう―

日

定

場

料

出集

申問

今年の牡蠣とのコラボは、イサムノグチと親交が深かった「普門院さん」が、寺院の魅力

や秘話を語って下さいます。合わせて、志度の商店街が繁栄していた頃の懐かしい写真

が続々登場！この日に合わせて、しばらく閉められていた老舗「さのやさん」の店内も大

公開。牡蠣焼は、もちろん「かくれ家さ

ん」で～！

グルメ 歴史

今年も牡蠣が来た～！
普門院 お宝秘話と昭和レトロなまち並み

4時間

1.5㎞

2時間

1㎞

体験 歴史 遍路

　2月3日（土）　　500円（入館料、保険料含）　　　8：30／9:00　　さぬき市歴史民俗資料館
　15名　　　さぬき市古墳勉強会（さぬき市教育委員会生涯学習課内） ☎0879-42-3107

日 場

定

料 出集

申問

今から約1600年前、さぬき市大川町に四国最大の古墳である富田茶臼山古墳（史跡）が築かれ

ました。全長139mの近畿地方の古墳と同じ特徴を持つ前方後円墳です。歴史民俗資料館、墳

丘、重要文化財恵利家住宅を見学します。

今から約1600年前、さぬき市大川町に四国最大の古墳である富田茶臼山古墳（史跡）が築かれ

ました。全長139mの近畿地方の古墳と同じ特徴を持つ前方後円墳です。歴史民俗資料館、墳

丘、重要文化財恵利家住宅を見学します。

NEW NEW

四国霊場の上がり3ケ寺があるさぬき市。中でも平賀源内が生まれ育った志度にて「おへんろさん」を体験してもらおうと、衣装からマニュ

アルまで一式をご用意。子供用もありますので、家族連れも大歓迎。源内焼の箸置きのお土産付き。

　 随時　　大人1,500円（平賀源内記念館・旧邸入館料込）予約要　　　自由散策
　 平賀源内記念館　　なし　　　志度まちぶら探検隊 事務局 岡 ☎090-8970-9352

日

場 定

料 出集

申問

歴史

ルンルン♪
源平古戦場から
志度寺

NEW

申問

日

場 定

料 出集

源平屋島の戦いの古戦場を檀

ノ浦から志度まで歩きます。

主君義経の身代わりとなって

散った佐藤継信の墓、須崎寺、

那須与一が扇を射落とした駒

立岩、安徳帝の行在所六万

寺、義経が継信の供養を依頼

した覚阿上人の志度寺をおへ

んろつかさが案内します。

　 随時（マップチケットを持って自由散策）　　900円　　　自由散策　　平賀源内記念館／ジョージ・ナカシマ記念館
　なし　　　志度まちぶら探検隊（岡） ☎090-8970-9352
日 場

定

料 出集

申問

牟礼・志度観光パスポート

平賀源内とジョージ・ナカシマ両記念館の共通割引券はもちろん、2館を結ぶ街道沿いのお店の割引券やサービス券がいっぱい。

チケットをもぎりながら、志度浦をぶ～らぶら歩いてみませんか？

17

course

東かがわ市20

course

さぬき市23

course

さぬき市25

course

さぬき市27

course

さぬき市21

course

さぬき市22

18

歴史

ルンルン♪
大窪寺の柴燈護摩供養

申問

　3月21日（水・祝）　　2,000円（昼食代、保険料等）、火渡り料金別
　　8：40／9：00　　天体望遠鏡博物館（旧多和小学校）　　20名
　　おへんろつかさの会（さぬき市商工観光課内） ☎087-894-1114

日

場 定

料

出集

3月21日は、弘法大師の命

日。大窪寺では柴燈護摩

供養が行われます。

旧多和小学校から護摩山、

槙川庚申塔などを巡り、丁

石をたどるへんろ道を歩

きます。大窪寺で打ち込み

うどんの昼食後、柴燈護摩

供養を拝観します。火渡り

をされる方は、足ふきタオ

ルが必要です。

6時間

5㎞
歴史

course

さぬき市26

　 随時（貸出時間は9：00～16：30）　　電動1,000円（別途保証料1,000円）、ノーマル300円（別途保証料700円）、子ども
200円 ※保証料は返却時にお返しします　　　時間内随時　　平賀源内記念館（貸出・返却）　　電動３台・ノーマル５台・子ど
も２台（子どものみの貸出は不可）　　　平賀源内記念館 ☎087-894-1684（9：00～17：00、月曜休館）

日

場 定

料

出集

申問

平賀源内が生まれ育ったさぬき市志度地域で、観光レンタサイクル「源チャリ」を使ってまち散策ができます。

「源チャリ」に乗って、風を感じながら軽やかにペダルを漕いでみませんか。

歴史 自転車 自由散策観光レンタサイクル「源チャリ」
course

さぬき市24

歴史 グルメ

　 随時（要予約）　　無料　　　特になし　　讃州井筒屋敷（東かがわ市引田2163）
　 3名以上　　　讃州井筒屋敷 ☎0879-23-8550（水曜定休）

日 場

定

料 出集

申問

風待ち港として発展してきた引田は、昔ながらの路地や建物が残る懐かしい佇まいが

魅力。地元ガイドさんと一緒にまち歩きを楽しみませんか？

歴史

course

東かがわ市

引田歴史まち並みガイド ～昔懐かし町並み散歩～ 

30分～
1時間

（相談に応じる）
19

リニュー

アル

自由散策

歴史 アートグルメ 自由散策

エリア

T OU SAN

東讃

46日 開催日 料 料金 出
出発時間 または
開始・開演時間

場 集合場所集
集合時間 または
受付・開場時間

定 定員 申 申込先問 問合せ先
所要時間目安
コース距離目安

5 6
時間

㎞



グルメ 体験

ミュージアム学園
１時間目は日詰先生の社会ですよ

　 10月15日（日）、10月28日（土）　　1,000円（保険料・講師料・食事代含む。※食事は学校給

食をイメージしたメニュー。）　　　9：45／10：00　　香川県立ミュージアム １階総合案内前
　18名　　　香川県立ミュージアム学芸課　☎087-822-0247（8：30～17：00）
FAX 087-822-0049

日

場

定

料

出集

申問

学校は好きでしたか？先生との思い出はありま
すか？常に「なぜだろう？」と問いかけ、一緒に考
える日詰先生の社会の授業はたくさんの「歴史好き」を育てました。
秋、香川県立ミュージアムで開催される「讃岐びと時代を動かす」の期間中、その日詰
先生が「きっと歴史が好きになる授業」をしてくれます。先生の授業を受けて興味の壺
が満タンになったところで、ミュージアムの学芸員さんたちと展覧会場へ。
２時間目が終われば、ミュージアムＣＡＦＥ特製の給食がまってます。

　 11月5日（日）　　500円　　　9：00／9：15　　 石清尾八幡宮 狛犬前　　7名
　 　☎090-4975-7701（宮﨑 15：00～20：00、ショートメールでの申込も可）
○持参いただくもの…保温できる水筒に入った「お湯」、一人用の簡単な敷物、曇りの時は

ビニールカッパ、野点の道具（あれば）【雨天順延】11月19日（日）

日 場 定料 出集

申問

茶の湯の世界は一期一会。相手を思いやり一服一服丁寧
にお茶を点てることを教えられながら盆点前
を習った「野点ガールズ」が企画する自然派茶
会。峰山を散策し、野趣あふれる場所を小さな
茶室に見立てお茶を点てます。案内人は、峰山
散歩の達人鴨居恵子さん。素敵なビュース
ポットを教えてくれます。お気に入りのお茶碗
と茶筅と抹茶をもって野にでましょう。

NEW

NEW

峰山遊山 召しませ野点の湯！
野点ガールズプレゼンツ

2時間グルメ 体験

course

高松市31

体験

自然
アート

course

高松市29
3時間

往復8㎞

内山歩き
80分含む

　 11月11日（土）　　1,500円 （お土産の足型プリント、靴べら含む）　　
　　 10：15／10：30　　丸亀町「ハマノ製靴所（せいくつしょ）」 高松市丸亀町12-3
　10名　　　ハマノ製靴所 ☎087-821-8239（10：00～19：00 月曜定休）　※普段履いている

楽な紐靴（スニーカーなど）を履いてきてください。３人以上集まれば随時開催します。ご連絡ください。

日

定

場

料

出集

申問

ハマノ製靴所には靴職人だったおじいさんが使っていた114歳のミシンが今も現役で
働いています。足型をとり、ひとりひとりの足の癖を考えて作られるハマノ製靴所の靴
は、歩くことの楽しさを教えてくれます。
普段はなかなか見られない靴職人の工房を見学し、足を計測してもらって自分の足を
知ることからこのコースは始まります。靴や足の話はもちろん、靴の履き方ひとつで、い
つもの靴がこんなにも変化するのかと体感していただきます。
軽やかになった足で、思い出語りをしながら丸亀町をお散歩しましょ。

体験 歴史

土曜日はハマノ製靴所
（せいくつしょ）で会いましょう！
靴職人に聞く 足のこと靴のこと

course

高松市30
1.5時間

1㎞

2.5時間

4.5㎞

内まち歩き
0.5時間

　 10月8日（日）、11月12日（日）、12月10日（日）　　2,500円（お土産、麺棒、
食事含む）　　　14:45／15:00　　5名　 手打ちうどんひさ枝（高松市郷東
町796-53）　　　久枝 ☎090-8970-2416（受付時間10：00～17：00）
※エプロン、タオル、きれいな靴下。

日

定 場

料

出集

申問

地元讃岐では各家庭で人が集まれば当たり前のようにうどんを打ってふる
まっていた家打ちのうどん文化が消えつつあります。親から子、子から孫へ
と伝える各家庭自慢のうどんを作ってみませんか？家庭にある道具でうど
んは作れます！

家庭にある道具でうどんを打ってみよう！ 
手打ちうどんひさ枝プレゼンツ

　 10月14日（土）　　1,000円（おやつ代、保険料含む）　　　 9：15／9：30
　ことでん志度線八栗駅　　10名　　漫遊帖事務局（高松市観光交流課内）
☎087-839-2416　　高松市牟礼庵治商工会内 FAX 087-845-2839　※参加者の住

所・氏名・連絡先を必ずご記入ください。　※ゆっくり歩きのコースです。子供と一緒の散策やちょっとのんびり歴史

散歩をしながら、源平屋島合戦当時と現在の地形の変化などをたどります。歩きやすい服装と靴でご参加ください。

日

定場

料 出集

申

問

平常では行くことの少ないコースです。源氏が陣を張ったと言われる地域を中心に、義
経のとった作戦のあれこれなどを、その現場でこそ知ることができます。一味違う源平
の戦いを楽しんでみませんか。

歴史

一味違う源平屋島の地を巡る 
源平の勇者 弁慶・佐藤継信を辿って…

course

高松市32

3時間歴史 グルメ

course

高松市28

1.5時間

2㎞

　 11月18日（土）　　1500円（和菓子4個とお抹茶付き）　　　 15：15／15：30
　 香西コミュニティーセンター　　10名
　 　菓匠 芝山 ☎087-881-2256（8:00～18:00 水曜定休）　※歩きやすい靴でお越しくだ

さい。濡らして使えるタオルをご持参ください。爪が伸びていると、ちょっとお菓子が作りにくいかも。

日

定場

料 出集

申問

この秋の「香西ちょっと歩き」は、山頂に善光
寺が在る神宮寺山にのぼります。ミニ八十
八ヶ所巡りも体験できる香西寺に立ち寄り、
そのあと「菓匠芝山」で和菓子作り。秋の和菓子は練り切りの「ミカン」。
ぺろんと皮が剥けたミカンが上手に作れると良いですね！

香西 ちょっと歩きと和菓子作り
菓匠 柴山プレゼンツ

course

高松市33

走るために必要なあれこれを、秋の遍路道を
歩きながら習得していきます。自らもランナー
であり続ける田井先生と一緒に歩いたりゆる
～く走りながら、様々なポイントについて、為
になるお話しをしていただきます。
楽しく歩いて走れるようになりましょう。昼食
は、噂の「きんしゃり食堂」おまかせランチをご
用意。こちらもお楽しみに～

2.5時間

5㎞

1.5時間

往復3㎞
体験 グルメ

歴史 グルメ

国分寺で走ることに必要な
コツを身につける
走ることを躊躇している人へのランニング講座

course

高松市34

内まち歩き
0.5時間

内まち歩き
1.5時間

1.5時間

1.5㎞

内まち歩き
0.5時間

　 11月26日（日）　　1,600円（昼食を含む）　　　8：45／9：00　　
　 JR予讃線 国分駅改札前（JR高松駅08：16発が便利です。）　　10名　
　 　寒川 ssangawa@gmail.com ※速足で歩ける靴、服装でお越しください。

　　 ※お飲み物は各自でご準備ください。

場 定

料 出集

申問

日

脳は朝が一番元気でよく働きます。こんな時間を無駄にしたくはないですね！元気な一日は、朝の
太陽の恵みをしっかり体に浴びてHappyを作ることからはじまります。
さぁ、みなさんもご一緒に！10月の高松の日の出は６時10分頃、高松築港駅前を出発し赤灯台を
目指していると、お日様が顔を出し始めますよ。

1時間体験

Happy!早起きは三文の得！
日の出・赤灯台・ラジオ体操！
早朝まち歩き

course

高松市39

歴史 アート
1.5時間

2㎞

内まち歩き
0.5時間

course

高松市37

　 10月9日（月・祝）　　500円　　　5：45／6：00 　ことでん琴平線高松築港駅前　 　5名　　 　
　　風音美容室 イクミ ☎087-821-0833（9：00～18：00 日・月休業） ※運動しやすい服装で来てください。

場 定料 出集

申問

日

着物は着られるけど、１人で街にでるのは照れくさい…そんなあなたのために「着物を普段着にし
ちゃおう！」のわだもんが企画する、みんなで着物を着て街ぶらをするコースです。
高松中央商店街の「街ぶら」は、学生時代の私の青春そのものでした。あの頃のように、着物を着て
ウキウキワクワクしながら、いろんな所をめぐります。
あなたの青春時代のお話も聞かせてくださいね！

体験

着物で「街ぶら」ご一緒に！
わだもんプレゼンツ

course

高松市38

　 11月3日（金・祝）　　500円（保険料含む。飲食費別）　　　13：15／13：30
　 田町交番前（高松市南新町7-1）　　5名　　 　寒川 ☎090-6285-1720

（10：00～20：00 ショートメールでの申込も可） ※着物を着て集合してください。

場 定

料 出集

申問

日

高松城の外堀は埋め立てられ、跡形ないように見えます。
でも昔の地図でたどると、街のあちこちに見え隠れ。多くの
橋もかかっていました。この界隈を北へ南へ隅々歩くと、さ
まざまな歴史を刻む姿が。ジャージー牛乳で作られたおやつで一息つきましょう。

外堀界隈 ふらりぷらり歩きます
ワンコイン ホリディ！

course

高松市35

　 10月15日（日）、11月19日（日）　　500円（おやつ含む）　　　10：15／10：30　
　ことでん片原町駅改札前　　 6名　　 　☎090-4503-6718（平日19：00～21：00、
土日祝日8：00～21：00）、☎090-5275-9644（平日9：00～19：00） ※飲み物持参でお願いします。

場 定

料 出集

申問

日

体験
1.5時間

5㎞

まちかど漫遊帖への参加をきっかけに「食べること」「動
くこと」など生活習慣を見直した太朗こと森内さん。
そんな太朗ちゃんが「みんな歩こうよ！」と呼びかけて
はじまる赤灯台まで歩くシンプルコース。
坂の少ないコンパクトシティ高松だからこその楽しい散歩。太朗と赤灯台まで歩こうよ♪

太朗と赤灯台まで歩こう！
夜のまち歩き

course

高松市40

　 11月16日（木）　　500円　　　18：45／19：00　 　 丸亀町グリーンけやき広場 けやき前
　 10名　　 　茶房 太朗 ☎087-887-6751（14：00～17：30 木定休） ※歩きやすい靴でご参加ください。

場

定

料 出集

申問

日

高松の地名はここから始まりました。古高松は日本の宝にして高
松のシンボルである屋島の南側。あなたの知らない屋島の姿を見
ながら、古代、源平、南北朝から現代にいたる歴史をたどります。
江戸時代に発展し、讃岐が誇る漆芸の技術や製品も見学。ジワリ
と引き込まれていきますよ。

古高松の城跡と
漆芸工房見学

　 10月19日（木）、11月30日（木）　　1,000円　　　9：45／10：00　 　 JR高徳線 屋島駅
　 5名　　 　斎藤 ☎090-9455-7978（10：00～17：00 火曜日は除く） ※歩きやすい靴でお越しください。

場

定

料 出集

申問

日

歴史 体験
2時間

2㎞

内まち歩き
45分

栗林の地に湧く水は、公園を出る
と地面にもぐります。流れにそっ
て、いにしえの市内電車の線路を
探し、御田跡へ。山からきた谷川と
出会うと、そこは八幡さん。一休み
して山辺の道をたどり、水の音を
聞き、川の潤いを感じます。

栗林の水をたどって八幡さんへ
ワンコイン ホリディ！

course

高松市36

　 10月22日（日）　　500円（おやつ含む）　　　9:45／10：00　　 栗林公園北門外側
　 6名　　　☎090-4503-6718（平日19：00～21：00、土日祝日8：00～21：00）、
☎090-5275-9644（平日9：00～19：00） ※飲み物持参で、歩きやすい靴でお願いします。

場

定

料 出集

申問

日

昭和の名建築
舟形体育館のことを知ろう！

　 11月12日（日）　　500円（香川県立体育館ガイドブック、県下有名建築物ガ
イドブック、昔の松福町近辺の古地図）　
　　13：30／13：45　 　ことでん今橋駅（電車瓦町13：
26発 今橋13：29着）　　20名　　　香川県立体育
館保存の会（代表 河西範幸） noriyuki.k@gmail.com

日

場

定

料

出集

申問

香川県民に舟形の体育館として親しまれていた香川県立体育館は、残念ながら
2014年の9月30日で閉館となりました。香川県庁舎に次ぐ香川県を代表する名建
築が出来た経緯、そして何故あの様な形状になったのかなど、実際の建物を見学
しながら深く知って欲しいと考えています。また、希望者のみガイドツアー終了後、
北浜アリー（徒歩15分）まで歩きキッシュ専門店「206（ツマム）」にてお茶します。

申込
フォーム

歴史

course

高松市41
2時間

1.5㎞

内まち歩き
1時間

T A KAMA T S U

高松エリア

46日 開催日 料 料金 出
出発時間 または
開始・開演時間

場 集合場所集
集合時間 または
受付・開場時間

定 定員 申 申込先問 問合せ先
所要時間目安
コース距離目安

7 8
時間

㎞



【申 込 方 法】郵送（はがき可）または、メールにて受付。
　　　　　　　 ①参加希望者全員の氏名  ※１組につき４名まで応募可。　②生年月日　③代表者の方の住所・電話番号
　　　　   　　  ④本企画に関する意気込み等を記載して申込。 ※当選者には、当選通知、行程や注意事項を送付します。

【申 込 締 切】〈コース53〉10月1日必着（メールは10月1日24時まで）　〈コース54〉10月14日必着（メールは10月14日24時まで）
【問合せ・申込先】〒762-0045  坂出市元町一丁目1-1  坂出市観光協会  ☎0877-45-1122
　　　　　　　  〈コース53〉「さかいで３島物語～与島・小与島編～」係　〈コース54〉「さかいで3島物語～櫃石島・岩黒島編～」係
　　　　　　　  ☎0877-45-1122  または  kankou@mail.kbn.ne.jp　

【注意事項】対象は小学生以上で、健脚者に限ります。（ただし小学生は保護者同伴）コー
スは、急なこう配の山道を含みます。草をかき分けないと前に進めない道もありますので、
ご承知の上お申し込み下さい。服装は必ず長袖長ズボンで露出が少なく、動きやすい服装
でご参加ください。スカート、革靴、ハイヒール、サンダルでのご参加はご遠慮ください。

「さかいで３島物語」
 申込方法詳細

※応募多数の場合は
　抽選となります。

5時間

30㎞

基本的に
バス移動

歴史 グルメ 自然

course

坂出市50

　 毎月第３日曜日　　2,000円（昼食・お茶付）　　　9：20／9：30
　 坂出市観光案内所（JR坂出駅構内）　　20名
　　坂出市観光案内所 ☎0877-45-1122  

日

場 定

料 出集

申問

保元元（1156）年7月、保元の乱に敗れ、讃岐
に流された崇徳上皇にまつわる数多くの名
所のほか、県内にある国宝建造物２つのうち
の１つ、神谷神社本殿もめぐります。ガイドさ
んのあっと驚く話もお楽しみに。昼食は、瀬
戸内海を一望しながら頂く郷土料理です。

崇徳上皇の足跡と
国宝神谷神社をめぐる
白峯寺宝物館を特別公開

2時間

2㎞
歴史 体験 グルメ

course

坂出市51

　 毎月第3土曜日　　1,500円（保険料・飲食代含む）※未就学児は100円（保険料のみ・
飲食代別途必要）　　　9：50／10：00   　坂出市観光案内所（JR坂出駅構内）　
　10名 ※2名未満の場合中止いたします。　　　坂出市観光案内所 ☎0877-45-1122

日

場

定

料

出集

申問

江戸時代後期に久米通賢により塩田が
開かれてから昭和30年代まで、全国有
数の「塩のまち」として栄えた坂出。今な
お伝統を重ねる塩を原料とする醤油の
醸造所をはじめ、まちには当時の面影
が随所に見られます。普段開放されてい
ない香風園の翠松閣2階から眺める日本庭園や休憩所で頂く抹茶などで、最高のひと
時を。あん餅雑煮を頂けるほか、塩づくり体験もあります。

さかいで駅近ぶらり旅
偉大なる人物「久米通賢」！！

6時間

3㎞
（島内散策）

自然 グルメ 歴史

course

坂出市53

　 10月14日（土）　　2,000円（飲み物・昼食付）
　　8：45／9：00　　坂出市観光案内所（JR坂出駅構内）　
　20名

日

場

定

料

出集

良質な石材が採れ、大正期に採石業と石材運搬業に
よって大いに活気づいていた与島と小与島。瀬戸大
橋の開通により、巨大な施設が計画・建設された一
方で、過去の面影を残しつつ、島は静かで緩やかな
時を刻んでいます。瀬戸内海最古の鍋島灯台の見学

（外観のみ）と地元食材を使った昼食も大人気です。

さかいで3島物語
～与島・小与島編～

3時間

2㎞
歴史 自然 グルメ

course

坂出市52

　10月22日（日） ※荒天時中止　　1,000円（昼食付）　　　8：50／9：00　　坂出市立府中小学校運動場
　20名　　　坂出市観光案内所 ☎0877-45-1122　※対象：小学生以上（小学生の参加は保護者の同伴が必要。）

日 場

定

料 出集

申問

ガイドが同行し、道真国司在任中の4年間に詠んだ歌から場所を特定し、同場所で7世紀の風景に溶
け込んでください。昼食は郷土料理弁当をご堪能ください！

菅原道真の風を感じて
讃岐の国の国司在任中に詠んだ場所で7世紀の風景に溶け込もう

自然 グルメ
6時間

7㎞

course

坂出市54

　 10月28日（土）　　2,000円（飲み物・昼食付）　　 　8：45／9：00　　坂出市観光
案内所（JR坂出駅構内）　　20名

日 場

定

料 出集

瀬戸大橋で陸と結ばれたものの、車で
の立ち入りが制限される櫃石島と岩黒島。瀬戸内海では珍しい黒い砂浜
や、櫃石島の語源ともされる巨石など、一見の価値あり。昼食は地元の
方々がご用意する郷土料理を頂きます。

さかいで3島物語 

～櫃石島・岩黒島編～

リニュー

アル

course

高松市45

　 随時（土日祝のみ）　　500円　　　随時　　ことでん琴平線 岡本駅　 　1人からOK　　　若宮 ☎090-4506-9875 ※坂や石段があるので歩きやすい服装や靴でお越しください。

※タオル､飲み物等はご持参ください。

場 定料 出集 申問日

高松の隠れ里「東谷」に残る東谷農村歌舞伎祇園座の花形
役者「鎌田直子」がご案内する農村歌舞伎三昧の２時間。
知りたかった歌舞伎のこと、衣装のこと、舞台のこと、歴史
のこと。役者と直にお話しできるチャンスです。

農村歌舞伎三昧「東谷ステイ！」

course

高松市48

　 随時　　2,000円（土産・手ぬぐい含む）　　　9：45／10：00 or 12：45/13：00 お客
様に合わせます。　　 高松市東谷コミュニティセンター 高松市香川町東谷873-3　
　 5名　 　　 鎌田 ☎090-5146-7460 
※お食事をご希望の方は別途金額（1000円前後）でお受けします。お申込の時にご相談ください。

場

定

料 出集

申問

日

歴史

体験

course

高松市46
アート

グルメ

まちかど美術館・中央公園を歩く

　 10月26日（木）、11月9日（木）　　1,500円　　　9：45／10：00　　高松市役所正面
玄関前　　5名　　　 斎藤 ☎090-9455-7978（10：00～17：00 火曜日は除く）
※歩きやすい靴でお越しください。

日 場

定

料 出集

申問

公園内は香川県出身の偉人の銅像など様々なアート作品
でいっぱいです。秋の中央公園を私達と一緒に歩きません
か。香川県庁21階の展望室からの一望は期待できます。
また、ゆっくりお食事をどうぞ。

1.5時間

1.2㎞

内まち歩き
0.5時間

　 随時　　大人 ５，０００円、中高生 4，０００円　　　午前の部 8：45／9：00、午後の部13：15／13：30
　道の駅「源平の里むれ」情報ステーション前 ※ことでん志度線塩屋駅から徒歩２分　　 各3名（最少催行人数1名）
　 　 平田 ☎090-9458-8714（8：00～20：00） 〇参加者に準備いただくもの　ウェア、シューズ、ペットボトルの飲料水、

タオル、携帯電話やカメラ類、日焼け対策品、着替え、着替えたものを入れる袋、車のシートを濡らさない敷物

日

場 定

料 出集

申問

初心者が対象なので、幅が広く安定したレクリェーショナルカヤックのシングル艇を使
用します。自ら海に体を投げ出さない限りは絶対に「沈」しませんのでご安心ください。
潮風を受けながら海の上を進んでいく、あの爽快感をぜひ多くの方に味わってもらいた
いと思っています。秋の季節は、シットイン型のカヤックを使用しますのでほとんど濡れ
ることはありません。詳細は、ＨＰ（http://muresk.club/）でご確認できます。

海抜０mの世界を楽しもう！ 
塩屋海岸でシーカヤック体験　　

体験 自然

course

高松市49
3時間

海上3～6㎞
(0.5時間）

ほろ酔い 夕暮れ 松島町
course

高松市42

　 10月22日（日）、11月12日（日）　 　1,800円（飲食/お土産を含む）　　　15：15/15：30　　ことでん松島二丁目駅　　8名　　　 佐藤 ☎090-4789-3626
※銭湯体験がありますので、入浴できる用意をお願いします。また、コースの最後は“角打ち（立ち飲み）”体験です。公共交通機関を利用してお越しください。

場 定料 出集 申問日

グルメ 歴史 体験

4時間

3.5㎞
歴史 体験 グルメ

2.5時間

2㎞

自然豊かな冬の塩江を散策した
あとは、美味しいと評判の魚寅旅
館さんで、地元で採れる季節の食
材をふんだんに使ったお料理を
いただきます。
昼食後は、菓子木型を使った和
菓子体験、今回は練り切りです。
お抹茶と一緒にお召し上がりく
ださい。

美味しい「しおのえ」と和菓子作り
冬の塩江を思う存分楽しむ！

course

高松市47

　 12月6日（水）　　3,000円（昼食・和菓子体験費用・お土産菓子含む）　　　
　　10：45/11：00　　塩江 自然休養村センター前広場　　15名
　　 上原 ☎090-7575-1212（9：00～19：00） ※歩きやすい靴でお越しください。

場 定

料

出集

申問

日

内まち歩き
1時間

鬼無桃太郎伝説は小学校の先生が子供たちに「故郷の歴史に親しんで貰おう」と地域の歴史と地名由来を組み立てて作ったもの。鬼無駅は伝説のきっかけになった場所です。その鬼無
駅を出発して四国巡礼の遍路道を通り、灯籠の残る丸亀街道を歩きます。途中立ち寄る、相撲尽くしの茶室「桃里庵」は、相撲ファンでない方もうならせます。
酒屋の一角にある「町の資料館」をのぞいて「水車うどん」で昼食。桃太郎伝説のもとになった鬼無、熊野権現も訪ね、衣掛池の水路を辿って鬼無駅へ戻って来ます。

「鬼無桃太郎伝説」の里を辿る
へんろ道や丸亀街道のたたずまいを感じる

course

高松市43

　11月12日（日）　　2,000円（お茶代とうどん代含む）　　　9：45／10：00　　JR予讃線 鬼無駅 東口　　10名　　　中西 ☎090-7145-6310（15:00～20:00）場 定料 出集 申問日

高松市西部の標高364mの山上には高松市街を眺めるビューポイントや高松市史跡の勝賀城跡があり、地形をうまく活かした縄張りで構築された土塁を見ることができます。
登山道は鬼無・香西・下笠居の３コースがあり、比較的整備されています。下山後、「歩笑（ポエム）」で昼食をとり、香西氏の居城であった佐料城跡など「南海通記」の里をたどって戦国村
を散策しながら鬼無駅に帰ります。

4時間

4㎞
体験 歴史

山城「勝賀城跡」に登る
香西氏の戦国村散策

course

高松市44

　 11月26日（日）　　2,000円（食事代含む）　　　9：45／10：00　　JR予讃線 鬼無駅 東口　　10名　　 　
　　 中西 ☎090-7145-6310（15：00～20：00）　※相当ハードなコースですので、しっかりした服装、しっかりした靴で参加してください。

場 定料 出集

申問

日

古くは東大寺の寺領として著されていた「中間郷」は､平安時代に菅原道真公と交流のあった秦久利や幕末に勤王家として活躍した松平左近と所縁の地でもあります。コース中には高
松平野が一望できるところがあります。まちかど漫遊帖の香西コース､鬼無コースなどを歩かれた方には、その繋がりを感じていただけるので、おすすめです。 

秋の里山「中間郷」を歩く

2時間

松島町は、江戸の町影を残し、昭和の香りがする、高松のダウンタウン、街道をそぞろ歩き、千代橋での夕涼みをめざします。店主たちの意外なこだわりと、まちの記憶がたりに、ほろ酔ってみませんか。

2.5時間

1.8㎞

内まち歩き
0.5時間

2.5時間

4.8㎞
※相談に応じて
変更可

歴史 体験

C HU SAN

エリア中中讃讃

46日 開催日 料 料金 出
出発時間 または
開始・開演時間

場 集合場所集
集合時間 または
受付・開場時間

定 定員 申 申込先問 問合せ先
所要時間目安
コース距離目安

9 10
時間

㎞



【申 込 方 法】郵送（はがき可）または、メールにて受付。
　　　　　　　  ①参加希望者全員の氏名 ※コース55は１組につき４名まで応募可。　 ②生年月日　③代表者の方の住所・電話番号
　　　　　　 　 ④本企画に関する意気込み等を記載して申込。 ※当選者には、当選通知、行程や注意事項を送付します。

【申 込 締 切】〈コース55〉10月20日必着（メールは10月20日24時まで）　〈コース56〉12月9日必着（メールは12月9日24時まで）
【対                 象】〈コース55〉小学４年生以上（18歳未満は保護者同伴）　〈コース56〉ご夫婦またはカップル（18歳以上）
　　　　　　　  ※各コース共通（次の条件を満たすこと） 　①高所および閉所恐怖症でない方　②心臓病などの疾患のない方

　　　　　　　　 　  ③自己責任で約4ｋｍ歩行、階段などの昇降が問題なくできる方（待ち時間も含め３時間程度の行程が無理なくできる方）

【問合せ・申込先】〒762-0045  坂出市元町一丁目1-1  坂出市観光協会  ☎0877-45-1122
　　　　　　　 〈コース55〉「瀬戸大橋スカイブリッジツアー」係　〈コース56〉「瀬戸大橋トワイライトブリッジツアー」係
　　　　　　　 ☎0877-45-1122  または  kankou@mail.kbn.ne.jp　

瀬戸大橋
スカイブリッジツアー＆
トワイライトブリッジツアー
申込方法詳細

※応募多数の場合は
　抽選となります。

6時間

3㎞
（徒歩部分のみ）

古街で坐禅体験
はじめての坐禅、椅子坐禅もOK
坐禅後、住職さんとお茶とおはなし、リラックス

リニュー

アル

リニュー

アル

3時間

2㎞

歴史

自然

歴史

自然

course

坂出市57

　 11月12日（日） ※荒天時中止　　1,000円　　　8：50／9：00
　 坂出市立府中小学校運動場　　20名　　　坂出市観光案内所
☎0877-45-1122　※対象：小学生以上（小学生の参加は保護者の同伴が必要。）

日

場 定

料 出集

申問

ガイドと上皇ゆかりの場所を巡りながら上皇の本当の人柄をご理解ください。ツアー後
は小学校の田んぼアートで作った古代米のわらでお正月用のしめ縄を作ります。昼食は
郷土料理弁当をご堪能ください！

崇徳上皇の足跡を巡る
府中町内の上皇ゆかりの地を歩いて巡る

4時間

5.5㎞

course

坂出市58

　 11月23日（木・祝）　　2,000円（飲み物・昼食・お土産付）　　　8：50／9：00
　 坂出市観光案内所（JR坂出駅構内）　　20名　　　坂出市観光案内所 ☎0877-45-1122  

日

場 定

料 出集

申問

四国88ヶ所霊場の白峯寺（81番）から根香寺（82番）への遍路道を秋の気配を感じながら歩く
コースです。比較的歩きやすい約5.5キロの道中には、足の病気を治すと言われる足尾大明神や
摩尼輪塔・下乗石など見どころが盛りだくさん。ひとときのお遍路さん体験をお楽しみください。

秋の遍路道をあるく
紅葉狩りをしながら白峯寺から根香寺へ

2.5時間

3㎞

　 12月23日（土・祝）　　3,000円（クリスマス限定ディナー付）　 　　15：40／16：00　
　 与島パーキングエリア　　 10組20名

日

場 定

料 出集

4時間

3㎞
自然 歴史

course

坂出市61

　２月４日（日） ※雨天中止　　
　１,０００円（あめ湯の接待・昼食付）　
　 　8：50／9：00　 　国立公園 城山温泉　　
　 20名　　　 坂出市観光案内所 ☎0877-45-1122  
※気温・天候によって滝が凍っていない場合もあります。　

※対象：小学生以上（小学生の参加は保護者の同伴が必要。）　※健脚コース

出集

日

場

定

料

申問

極寒の里山城址を郷土史家と歩く。少し下れば目
を見張る40ｍの氷結の滝。意外性の感動をお楽し
みください。

城山城址と氷結の不動の滝
日本の夜明けの城

自然 グルメ 歴史
course

坂出市

瀬居島・沙弥島散策ツアー
陸続きとなった島を大冒険！

60

番の州の埋立事業により陸続きと
なった瀬居島と沙弥島をご案内。
瀬居島は、今も島らしい風景が広
がるだけでなく、穴場的ビュース
ポットがたくさんあります。
昼食は地元でとれた食材を使用
し、お母さん方による手作り弁当を
お楽しみいただけます。沙弥島で
は、東山魁夷せとうち美術館を見
学し、その後島内を散策します。
瀬戸芸の裏話も聞けるかも？！

　 11月25日（土）　　2,000円（飲み物・昼食付）
　 　8：45／9：00　 　坂出市観光案内所（JR坂出駅構内）　　20名
　　 坂出市観光案内所 ☎0877-45-1122  

日

場 定

料

出集

申問
NEW

体験
2.5時間

4㎞

course

坂出市55

　 2月18日（日） ※荒天時中止　　 1,000円（昼食付）　
　 　8：50／9：00　 　坂出市立府中小学校運動場　　
　 20名　　　 坂出市観光案内所 ☎0877-45-1122  
※対象：小学生以上（小学生の参加は保護者の同伴が必要。）

出集

日

場

定

料

申問

体験 グルメ 歴史

古墳見学

1時間

1㎞

うどん打ち
2時間

course

坂出市

大型古墳見学と
讃岐うどん打ち体験
～本物の讃岐うどんここにあり～

62

ガイドと県下有数の大型古墳巡り、空海が伝えた饂飩を打ってみましょう。
打ち立て、ゆでたてをいただきます。お帰りの際にはお土産も！？

NEW

　 12月2日（土）　　800円　　 　10：00／10：10
　 市役所正面玄関前　　 10名　　　　
　いなおき会 ☎0877-62-5501、善通寺市商工観光課 ☎0877-63-6315
　いなおき会 ☎0877-62-5501、観光交流センター ☎0877-64-1250

出集日

場 定

料

申

問

歴史 自然 グルメ
course

善通寺市

多度郡（たどごおり）の
魚道とその周辺
お昼は昭和の香り懐かしい中華そばをどうぞ！

65

江戸の昔、金毘羅詣りは
今 よりも 楽 しみ の 少 な
かった時代に庶民の楽し
みの一つの手段としてと
ても流行しました。その金
毘羅への食物を調達する
道として別名魚道と呼ば
れる道が整備されていき
ました。今回はその魚道
を辿りながら善通寺の今
昔を探検してみましょう。

5.5時間

2㎞

歴史

グルメ
自然

course

坂出市59

　 12月9日（土）　　2,000円(飲み物・お土産付)　　　8：50／9：00　　坂出市観光案
内所（JR坂出駅構内）　　20名　　　坂出市観光案内所 ☎0877-45-1122  

日 場

定

料 出集

申問

古のロマンのまち「さかいで」には、市民でも知らない史跡などがたくさんあります。今回
は市内に残る「古墳」を散策します。地元の方のガイドにより、1300年も前から現存する
史跡をめぐり、普段は鍵がかかって中に入れない史跡も、今その扉を開きます。また、県
内に２つしかない国宝建造物の１つ「神谷神社本殿」を訪れます。

加茂山樋古墳群と国宝神谷神社をめぐる
～関西地方に負けない古墳がそこに～

2時間

0.6㎞
体験 歴史 坐禅

course

宇多津町63

　 10月14日（土）　　1,500円（保険料、お茶付）
　 　8：00／8：15　　宇多津町役場駐車場（ATM前）
　 10名
　　 玉井 ☎090-7541-9764
※坐禅は40分を予定、体験終了後、本堂で茶話会。　

※駐車場は宇多津町役場をご利用ください。

日

場

定

料

出集

申問

古街（こまち）の背を守る青野山の山裾にある恵日山・南隆
寺は、寛正２年（1461）年開闢の曹洞宗の寺院で、現在、誰で
も参加できる坐禅会が続けられています。今回、坐禅が初め
ての方向けのコースを企画。住職さんに作法をうかがい坐禅
を体験します。古街のお寺でリフレッシュをするひと時です。

善通寺古の古墳巡り 古のロマンを訪ねて

3時間

3㎞
歴史 観光施設 自然

course

善通寺市64

出　 10月8日（日）　　600円　　　9：00／9：10　　善通寺市観光交流センター　　
　 15名　　いなおき会 ☎0877-62-5501、善通寺市商工観光課 ☎0877-63-6315
　いなおき会 ☎0877-62-5501、観光交流センター ☎0877-64-1250

日 場

定

料 集

申

問

古墳内線刻画、石屋形案内
伽藍も古図を見ながら歩くと違う視点から見える。

多度ごおりの金毘羅街道と
へんろ道を行く 
金倉寺の大護摩供養もありますよ！

3時間

3.5㎞
歴史 自然 観光施設

course

善通寺市67

　 1月3日（水）　　600円　　　 9：00／9：15　　JR善通寺駅　　15名　　いなおき
会 ☎0877-62-5501、善通寺市商工観光課　☎0877-63-6315
　いなおき会 ☎0877-62-5501、観光交流センター ☎0877-64-1250　　　

日 場 定料 出集

申

問

善通寺駅から金蔵寺駅までの道には多くの魅力
があります。へんろ道あり金毘羅街道あり、慶長
年間に御神体が志々島より来た石神神社も案内
します。

リニュー

アル

3時間

3㎞

　 1月3日（水）　　600円　　 　10：00／10：15　　JR金蔵寺駅　　15名　　　
　いなおき会 ☎0877-62-5501、善通寺市商工観光課 ☎0877-63-6315
　いなおき会 ☎0877-62-5501、観光交流センター ☎0877-64-1250

出集日 場 定料

申

問

歴史 自然 グルメ
course

善通寺市

金倉寺大護摩供養と伊予街道を行く
丸亀街道も案内します！

66

多度ごおりの金毘羅街道と伊予街道、丸亀街道、南街道を歩き昔の殿様が
休んだお茶屋跡をしのんで共に歩きませんか。

リニュー

アル

　 11月3日（金・祝）　　500円　　　①9：00～ ②9：30～ ③13：00～ ④13：30～ 
　与島パーキングエリア　　48名（各12名）

日

場 定

料 出集

瀬戸内海を海抜175ｍという絶景スポッ
トから楽しむことのできるツアーです。
瀬戸大橋の塔頂は普段は登れませんが、
それを専門家のガイド付きで特別に体験
していただけます。この機会に空から見る
瀬戸内海を堪能してみては！？

瀬戸大橋
スカイブリッジツアー

体験 グルメ
3.5時間

1㎞

course

坂出市56

北備讃瀬戸大橋塔頂（高さ
175m）から瀬戸内海の雄大
なパノラマ夜景を体感。その
後、与島プラザ内レストラン
でクリスマス限定ディナーを
堪能していただきます。

瀬戸大橋トワイライトブリッジツアー
～ようこそ、海抜175ｍの愛の空間へ～

46日 開催日 料 料金 出
出発時間 または
開始・開演時間

場 集合場所集
集合時間 または
受付・開場時間

定 定員 申 申込先問 問合せ先
所要時間目安
コース距離目安

11 12
時間

㎞



こんぴら歌舞伎の絵看板めぐり
琴平の町中に展示されている
歌舞伎の絵看板をめぐります

みなさん、多度津にお殿様がいたことをご存知ですか？丸亀京極藩から分家して多度津
藩が誕生しました。その多度津藩の江戸後期の家老（林求馬）の邸宅が奥白方に保存さ
れています。その県下唯一のお屋敷の案内や秘話をガイドいたします。次に瀬戸内の絶
景が素晴らしいオリーブの加工場で、オリーブ摘みと加工作業を見学します。その上昼
食は、話題のＢ級グルメ・鍋ホルうどんで大満足間違いなし！

琴平町

　 9月19日（火 ）、10月10日（火）、11月7日（火）
　 一人500円（資料代、保険料を含む）
　　 8：55／9：00　 　 琴平町新町の「ちょっとこ場」　　　
　 10名　 　　 橘 正範 ☎090-2906-8703
※メールでも受付しています。

E-mail:konpira.sange.guide@gmail.com

別の日をご希望の場合は２名以上であれば

受付可能ですので、ご連絡ください。　　

日

場

定

料

出集

申問

毎春開催される四国こんぴら歌舞伎大芝居に
使われた絵看板が町中のお店に展示されてい
ます。その絵看板をめぐりながら狭い町をゆっ
くりと歩きます。

　 11月18日（土）　　1,400円　　　13：00/13：10　
　 多度津町民健康センター 玄関前（多度津町西港町）　　15名　
　　 多度津町観光協会（平日のみ） ☎0877-33-1113  

出日

場 定

料 集

申問

　 9月16日（土 ）、10月9日（月・祝）、11月12日（日）　　一人500円（資料代、保険料を含む）　 　　8：55／9：00　　琴平町新町の「ちょっとこ場」　　10名
　 　橘 正範 ☎090-2906-8703　※メールでも受付しています。E-mail:konpira.sange.guide@gmail.com　別の日をご希望の場合は２名以上であれば受付可能ですので、ご連絡ください。

出集日 場 定料

申問

たどつALWAYS　
-ノルディックで訪ねる
東白方丘陵地の今昔巡り-
オリーブ畑からの瀬戸内海絶景ビューと、
歴史散歩がチョー面白い

東白方は、瀬戸内海と丘陵地に挟まれた沿岸地区でほっこり癒されます。

当地に眠る様々な歴史を辿って、未来へ開かれたビューポイントを楽しくガ

イドします。オリーブ畑などを散策した後は、コーヒータイムで一日を振り

返ります。今回は、特別に無料で、体の負担を軽減するノルディックポール

の利用が出来ますので、この機会に是非体験してみてください。（持参は可）

　 12月2日（土）　　1,800円　　　9：00/9：05　 　 JR海岸寺駅（駅前駐車可）　　30名　　　 多度津町観光協会（平日のみ） ☎0877-33-1113  出日 場 定料 集 申問

たどつALWAYS　
-空海草創秘話の寺・白方牡蠣・
アート体験がチョー楽しい-

「歴史・美食・芸術」の魅力が凝縮し、５つ星級の大穴場だョ

4時間

4㎞

course

多度津町74

白方はのどかな田舎ですが、歴史と文化が面白く魅力的な地区です。特に弘法大師由来の伝承は目からウロコです。漁港では、良質な牡蠣のむき出し作業の見

学と、昼食は牡蠣めし。アートでは、焼き物の手作りとしゃれた絵画鑑賞のダブル体験が楽しめます。中身が濃くてビックリ！！まぁ～是非来てみてください。

　 10月22日（日）　　1,000円 　 　13：00/13：05　 　ＪＲ多度津駅　　20名　　　
　　 多度津町観光協会（平日のみ） ☎0877-33-1113  

出日 場 定料 集

申問

こんぴら山下名所めぐり 
金刀比羅宮の門前町として

栄えた琴平の町には見所が一杯、

狭い町中をゆっくりとご案内します  

こんぴらさんのお膝元琴平町に残る名所をめぐります。面白い話やあ

まり知られていない話など、ゆっくりとした時間をお楽しみください。

たどつALWAYS　

-多度津にしかないお宝巡り-
多度津発祥の少林寺拳法本部と
四国唯一のＪＲ鉄道工場を大探検！

3.5時間

5㎞

course

多度津町69

多度津にしかないものを紹介致します。多度津
発祥の少林寺拳法の足跡と本部の解説、また演
武と護身術体験を予定しております。そしてＪＲ
多度津工場では車両を空間移動させる作業など
を見学予定。この日だけのシャトル列車にも乗車
します。
当日は、多度津ポッフェス（太鼓獅子舞・よさこい
演舞・ＪＲ工場ぽっぽ祭り）を活用したまち歩き
コースとなり、１日お祭り気分で盛り上がります。

　 11月18日（土）　　1,300円  　 　8：50/9：00　 　本通商店街駐車場　　20名　
　　 多度津町立資料館（月曜日定休日） ☎0877-33-3343

出日 場 定料 集

申問

たどつALWAYS　

-秋の桃陵公園と多度津の
町並み＆合田邸見学-
桜だけじゃない桃陵公園を見つけよう！

4時間

3㎞

course

多度津町72

桜で有名な桃陵公園ですが、知られざる過去や歴史の
痕跡が沢山あります。知っているようで知らない桃陵
公園を私たちと一緒に散策してみませんか？紅葉も素
敵ですよ。合田邸の大広間でのお弁当も楽しみです！

　 12月10日（日）　　1,500円  　 　9：30/9：35　 　西野金陵多度津工場（駐車場有：
当日、車を運転される方はアルコール類の試飲できません。）　　15名　　　
　　 多度津町観光協会（平日のみ） ☎0877-33-1113  

出日 場

定

料 集

申問

たどつALWAYS　

-湧き水の里で、
美味しい酒と芸術に出会う-
自然と文化と芸術と・・・・で酔わせます

3時間

2㎞

course

多度津町75

多度津の豊かな「水」をテーマにしたコースです。多度
津町が世界に誇れる水再生設備は必見です。歴史・文
化・芸術や自然にふれて、おいしい水で造ったうまい
酒にふれてください。酒好きな方もそうでない方も参
加お待ちしております。大吟醸酒粕入りの多度津ロー
ルや、瀬戸の茶がいさんもおいしく召し上がれ！もし
かすると、酒粕が手に入るかも？

　 11月26日（日）　　1,700円　　　8：30　 　JR海岸寺駅　　20名　　　
　　 多度津町観光協会（平日のみ） ☎0877-33-1113  

出日 場 定料 集

申問

たどつALWAYS　

-オリーブ摘みと加工場見学・
県下唯一の家老屋敷・Ｂ級グルメ-
のどかな里山で話題沸騰の歴史と
地元の味覚を楽しもう！

4時間

6㎞

course

多度津町73

　 10月28日（土）　　1,200円（お遍路装束レンタル利用の方は+1,000円・先着10名） 
　 　10：00/10：05　 　ＪＲ多度津駅　　20名
　 　多度津町観光協会（平日のみ） ☎0877-33-1113  

出

日

場 定

料

集

申問

たどつALWAYS　

-多度津の火祭りと
ミニ遍路体験がすごい！-
ベテラン先達と歩くお遍路・

大護摩で願掛け・火渡りで非日常体験

4.5時間

3㎞

course

多度津町70

多度津第７７番札所「道隆寺」に於いて、四
国諸寺院の青年僧侶たちが執り行う、紫
燈大護摩供・火渡り修行が開催されます。
まずベテランの先達により、おごそかな「ミ
ニ遍路まち歩き」を体験します。到着後、今
回は裏千家淡交会による抹茶接待があ
り、桜工房に依るバザーを楽しみます。
その後は、荘厳な火祭り修行に特別に参
加できます。僧侶たちの火渡りの後は、善
男善女全員の火渡りにてクライマックスと
なります。

歴史
course

琴平町77
1.5時間

2㎞

リニュー

アル

日柳燕石ゆかりの地をめぐる
天領榎井が生んだ勤王奇傑・

日柳燕石の足跡を辿ります

2.5時間

2㎞
歴史 観光施設

course

琴平町78

　 9月24日（日）、11月19日（日）　 　一人500円（資料代、保険料を含む）、
コトデンの乗車券190円が別途必要　　 　8：55／9：00　 　琴平町役場前の駐車場
　10名　　　 橘 正範 ☎090-2906-8703　
※メールでも受付しています。E-mail:konpira.sange.guide@gmail.com　

別の日をご希望の場合は２名以上であれば受付可能ですので、ご連絡ください。　

日

場

定

料

出集

申問 場

　 11月7日（火）　　2,000円（昼食代含む）
　　 9：50／10：00
　 琴平町商工会（ＪＲ琴平駅横）
　 10名　　　
　　 琴平町商工会 ☎0877-73-5525　

日

定

料

出集

申問

日柳燕石は幕末の動乱期に活躍した勤王家です。高杉晋作を
匿って牢獄に入れられた事で知られています。勤王奇傑と称され
た人物の生まれた榎井を歩いて彼の足跡をたどります。

しばしタイムスリップ ゆったり歩こうレトロ街！！

歴史 商店街 グルメ
course

琴平町79
4時間

2㎞

こんぴらまいりの今昔　　　
こんぴらへどのようにして参拝にきてた
のか五街道や昔の沿線についてご紹介し
たいと思います。私達もまだまだ勉強不
足ですが、皆様と楽しく歩ければと思って
います。

リニュー

アル

リニュー

アル

乃木将軍の旧跡を訪ねて
お昼は乃木うどんを頂きます！

2.5時間

2㎞
歴史 観光施設 グルメ

course

善通寺市68

　 1月21日（日）、3月10日（土）　　 800円
　　 10：00／10：10　　大通り駐車場　　１０名
　いなおき会 ☎0877-62-5501、善通寺市商工観光課  ☎0877-63-6315
　いなおき会 ☎0877-62-5501、観光交流センター ☎0877-64-1250

日

場 定

料

出集

申

問

乃木将軍と戦没者を祀った讃岐の宮や乃木資料館で
は乃木将軍執務室や自衛隊の今昔についても見学でき
ます。締めくくりは、乃木将軍が考案した乃木うどんを
食べます。

course

多度津町71
4時間

3.5㎞

1.5時間

1.5㎞
アート 観光施設

course

76

46日 開催日 料 料金 出
出発時間 または
開始・開演時間

場 集合場所集
集合時間 または
受付・開場時間

定 定員 申 申込先問 問合せ先
所要時間目安
コース距離目安

13 14
時間

㎞





図書館と美術館の間にある瀬

戸内の景色を空から眺めたよ

うな鳥瞰庭。県内で活躍する

キャンドルアーティスト『サン

キューキャンドル』氏の手に

よって、色とりどりのキャンドル数百本で彩られます。さらに、

今年度は映画祭を開催します。

坂出市立大橋記念図書館中庭（鳥瞰庭）

坂出市観光協会　☎0877-35-8428

鳥瞰庭キャンドルナイト2017
～SAKAIDE Film Festival～
10月21日（土）・22日（日）

所

問

高松市

秋の玉藻公園もイベントがいっぱいです。バラエティに富ん

だ催しが企画されていますので、ぜひお越しください。

史跡高松城跡玉藻公園

玉藻公園管理事務所　☎087-851-1521

菊花展
10月14日（土）～11月20日（月）

所

問

史跡高松城跡玉藻公園

高松市文化財課　☎087-823-2714

披雲閣築100周年記念講演会
10月15日（日） 10：00～12：00

〈講師：元大阪市立大学教授／谷 直樹〉

所

問

史跡高松城跡玉藻公園

玉藻公園管理事務所　☎087-851-1521

披雲閣オリジナルコンサート
10月20日（金） 19：00～20：30

所

問

史跡高松城跡玉藻公園

高松市観光交流課都市交流室　☎087-839-2197

玉藻公園、ヴィランドリー城、トゥール市
3庭園連携協定締結1周年記念事業
10月15日（日）

所

問

ふだんは静かな山間の温泉郷も、もみじの季節には大勢の

人でにぎわいます。ステージイベントやニジマス釣りのほか、

竹細工などの特産品づくり体験や販売もあります。

行基の湯前広場

塩江温泉観光協会　☎087-８９３-０１４８

第４１回塩江もみじまつり
11月12日（日） 9：00～16：00

所

問

高低差が少なく、好条件の揃った公認コースを使用。ハーフ・

3km・小学生駅伝。全国で活躍する有名ランナーを招待し、

市民ランナーとともに讃岐路を駆け抜けます。各表彰・特別

表彰があります。

香川県立丸亀競技場付属ハーフマラソンコース

香川丸亀国際ハーフマラソン大会組織委員会事務局

☎0877-24-6274

第72回香川丸亀国際ハーフマラソン大会
2月3日（土）・2月4日（日）

１１月４日（土） １５：00 開演予定　

所

問

丸亀市

現存12天守同盟による大物産展、忍者ショー。資料館では、

武士の装い展として「ニッカリ青江特別公開」。その他さまざ

まなイベントを開催します。9/15～10/9まで丸亀城天守特

別解放、石垣ライトアップなども同時開催。

丸亀城

丸亀市観光協会 ☎０８７７-２２-０３３１

築城420周年記念丸亀城420フェスタ
9月24日（日）

所

問

15回目になるにぎやか村、今回も丸亀市のグルメに加え、交

流のある都市の物産展などハーフマラソンを盛り上げま

す！！ランナーの方も応援に来た方もにぎやか村でゆっくり

していきませんか？

香川県立丸亀競技場1階エントランスエリア

丸亀市文化観光課　☎0877-24-8816

第72回香川丸亀国際ハーフマラソン大会
「にぎやか村」

2月3日（土）・4日（日）

所

問

さぬき市

さぬき市長尾地区は竹材加工の伝統があり、竹を活用した

街づくりの一環として始まったイベントです。応募のあった

中から選ばれたかぐや姫が、雅やかな十二単を身にまとい、

山車に乗って公園内をパレードします。そのほか、ステージイ

ベントや、竹細工体験コーナーなどがあります。

さぬき市長尾名／香川県立亀鶴公園

さぬき市観光協会（商工観光課内）　☎087-894-1114

第32回かぐや姫カーニバル
10月22日（日） 17：00～20：00

所

問

宇多津町

宇多津秋まつり
10月27日（金）～29日（日）

遷座1200年を超える宇夫階

神社の例祭と塩竃（しおが

ま）神社の例祭とを併せた3

日間の秋祭り。宵祭りではお

神楽、例大祭では神幸祭と御

旅所への渡御（とぎょ）が行わ

れる。また、町内各地区から

集結する十数基の太鼓台はどれも見ごたえがあり、町家が

連なる古街（こまち）の中を軒先と電柱をかすめて太鼓台が

練り歩く姿は迫力満点。太鼓台祭が連なる中・西讃地方で、

秋祭りの仕上げとして多くの太鼓大ファンを魅了する。
宇夫階（うぶしな）神社境内及び周辺（香川県宇多津町1644）

宇夫階神社社務所　☎0877-49-0805

所

問

土庄町

地方大会を勝ち抜い

てきた特大サイズの

カボチャが集結して

重量日本一を決定し

ます。優勝者は世界

大会の出場権を獲得

できます。

フレトピア広場（オリーブタウン前）

土庄町商工観光課内　☎0879-62-7004

第31回日本一どでカボチャ大会
9月17日（日）

所

問

「収穫」をテーマに秋のグルメが宇多津に大集合！約400ｍ

に及ぶ道路上を歩行者天国にして、人気のキャラクター

ショーや音楽演奏など様々なイベントが行われる。同時開催

される『ぴちぴちとれたて市』では新鮮な水産物の販売、魚

のつかみ取りなども行われる予定。道の両側に香川県内外

の秋の味覚や特産品がズラリと並ぶ風景は、まるで異国の

バザールのよう。美味しいものもイベントもてんこ盛りの秋

のカーニバルがあなたを待っている！

（イベント内容など変更になる場合あり）
宇多津町 イオンタウン宇多津前

～うたづ臨時公園の道路上及び周辺

宇多津町役場まちづくり課  ☎0877-49-8009

2017宇多津　秋の大収穫祭
（『第15回中讃秋のぴちぴちとれたて市』同時開催）

11月4日（土）・5日（日） 10:00～16:00（ぴちぴちとれたて市は4日のみ）

所

問

年に一度、地元の企業や商店が道の駅 小豆島ふるさと村に

集結します。素麺、醤油、佃煮、オリーブなど小豆島の特産品

が一度に購入できる機会。地元の人も観光客も楽しめる物

産イベントです。

道の駅ふるさと村

小豆島町役場商工観光課　☎0879-82-7007

ふるさと商工まつり
10月29日（日）

所

問

丸亀城大手門内で菊鉢800個の展示が行われます。色とりど

りの菊が楽しめる菊の祭典にぜひ足を運んでみてください。

丸亀城

丸亀市文化観光課　☎0877-24-8816

第46回 丸亀城菊花展
10月中旬～11月上旬

所

問

菊花展コンクールや各種ステージイベント盛りだくさんの丸亀

市の秋まつりです。前夜祭として、讃岐牛による焼肉パーティー

を開催します。にぎやかな雰囲気の中、食べる焼肉は絶品です。

丸亀市綾歌総合文化会館 アイレックス

丸亀飯綾商工会　☎0877-86-2156

綾歌ふるさとまつり
11月4日（土）・5日（日）

所

問

明るい光に照らし出される美しい石垣や天守。幻想的な丸

亀城は、見たあなたを幸せな気持ちにさせてくれます。期間

限定でしか見ることが出来ない丸亀城を、ぜひ見に来てく

ださい。

丸亀城

丸亀市観光協会　☎0877-22-0331

丸亀城石垣ライトアップ
12月下旬～1月上旬

所

問

見るとお金に不自由しなくなるという銭形砂絵。普段は立

入禁止ですが、この日は砂絵の中に入り砂ざらえを行い、そ

の形を美しく整えます。

琴弾公園内銭形砂絵

観音寺市経済部商工観光課　☎0875-23-3933

秋季銭形砂ざらえ
10月29日（日）

所

問

阿讃山脈の山あいにある法

泉寺は、晩秋になると約20本

のモミジが境内を美しく染め

あげます。、里山の風情を堪能しながら琴の演奏や野点茶

会などを楽しむことができます。

法泉寺（観音寺市大野原町田野々）

観音寺市地域振興イベント推進協議会事務局

（観音寺市経済部商工観光課内）  ☎0875-23-3933

法泉寺もみじ祭り
11月19日（日）

所

問

各地区から集まったグループが、伝統と経験を活かしなが

ら、どじょう汁（うどん）の味を競い合うイベント。 どじょう汁

は1杯300円。どじょう汁の販売のほかにフリーマーケット

等も開催。

JR造田駅前東側広場

さぬき市観光協会（商工観光課内）　☎087-894-1114

どじょ輪ピック in さぬき
11月19日（日） 10:00～14:00（どじょう汁の販売は12:00～）

所

問

さぬき市の特産品、じねんじょの収穫祭。じねんじょの販売

や、各イベント等開催します。

さぬき市大川町南川／南川自然の家

南川自然薯研究会　☎0879-43-3064

じねんじょ収穫感謝祭
12月3日（日） 9:00～17:00

所

問

宇賀神社では、古くから春と秋の大祭に

「どぶろく」を造り、秋のご参詣者には「どぶ

ろく」が振る舞われています。それに併せ

て、イベントを実施しており、今年の目玉は

カラオケ大会で香川県出身うどんシン

ガー、石居直さんがゲストで出演します。な

お、「どぶろく」はお酒ですので、飲酒運転

にならないようにご配慮ください。

宇賀神社

どぶろく祭り実行委員会（大西）　☎090-6654-9038

どぶろく祭り
10月14日（土） 15:00～21:00

所

問

五穀豊穣の奉納歌舞伎とし

て、約300年前から行われて

いる貴重な伝承芸能です。中

山農村歌舞伎保存会によっ

て、4～5幕が上演されます。

小豆島町中山春日神社

小豆島町役場商工観光課 ☎0879-82-7007

中山春日神社奉納農村歌舞伎
10月8日（日） 17：00～

所

問

多度津町

少林寺拳法創始70周年を記念した青空の下の博覧会が開

催されます。少林寺拳法グループ総本部施設を含む多度津

町内各種施設にてチャリティライブやフォーラム、ワーク

ショップなどの体験型イベントや全国の名産品、B級グルメ

の提供など楽しい企画が盛りだくさんです。

金剛禅総本山少林寺、多度津中学校、金剛殿、香露軒

SHORINJI KEMPO UNITYエリアサポートセンター

☎0877-32-2577

ブルースカイキャンパスin多度津
11月4日（土）・5日（日）

所

問

三豊の秋といえば、やはり「ちょうさ」です！ゆめタウン三豊に

豊中町内の16台のちょうさが集結します。その豪華絢爛な雄

姿を競うとともに、かきあげられた太鼓台が乱舞します。

ゆめタウン三豊駐車場

とよなか秋のまつり実行委員会 ☎080-3922-7863（田中）

とよなか秋のまつり
10月8日（日） 18:30～21:00

所

問

祭りは、各地域ごとに特色があり、特に伊喜末八幡神社（13日）で

の飾り太鼓と呼ばれる独特の太鼓台や、太鼓台同士を組み合っ

て力比べをする「けんか太鼓」などは見る人を魅了します。

13日：伊喜末八幡神社／14日：土庄八幡神社／15日：富丘

　 八幡神社 ／18日：家浦八幡神社／21日：唐櫃八幡神社

土庄町役場商工観光課　☎0879-62-7004

秋祭り太鼓台奉納
10月13日（金）～15日（日）・18日（水）・21日（土）

所

問

小豆島が舞台の、記録より完走を目的とした健康マラソン。

晩秋の美しい景観のなかタートル（海亀）のようにのんびり

と走ってみませんか？25歳以上、フルマラソン5時間30分以

内、ハーフマラソン3時間以内、10kmの部1時間30分以内で

走れる自信のある方なら誰でも参加可能（定員3,000名）。

土庄町役場前～土庄町小部にいたる北部海岸線

土庄町商工観光課内 瀬戸内海タートル・フルマラソン

全国大会事務局　☎0879-62-7004

第38回瀬戸内海タートル・フルマラソン全国大会
11月26日（日）

所

問

恋人の聖地と太鼓台をコラボし、昨年初めて開催されたイ

ベントです。2回目となる今回も「ぼんぼり」を灯した太鼓台

を男衆が担ぎ上げ夜のエンジェルロードを渡ります。

エンジェルロード

土庄町役場商工観光課　☎0879-62-7004

エンジェルロード太鼓まつり
10月7日（土） 19:00～

所

問

玉藻
公園

豪華絢爛な大名行列が仏生山お

成り街道を練り歩く「仏生山大名

行列」をはじめ、ステージイベント、

フリーマーケット、花火大会など

各種イベントが行われます。

高松市仏生山町（仏生山公園、仏生山商店街ほか）

高松秋のまつり大名行列推進委員会事務局

（高松市観光交流課内）　☎087-839-2416

第24回高松秋のまつり・仏生山大名行列
10月14日（土）・15日（日）

所

問

所

問

所

所

問

中秋の名月に合わせ，歴史あ

る日本庭園をライトアップ

し、４日（水）～７日（土）は演

奏会を実施。また、１７回目と

なる今回も、坂出市在住の彫

刻作家「さとうゆうじ」さんの作品を会場内に展示します。さとう

ゆうじさんが作る幻想的な雰囲気のなかで、ゆったりと音楽を

楽しみに来てみませんか。皆さまのご来園お待ちしております！

香風園（坂出市本町一丁目3489-2）

坂出市観光協会　☎0877‐35-8428

第17回香風園観月会
10月3日（火）～7日（土）

瀬戸フィルハーモニー交響楽団によるオーケストラコンサー

トを開催。オーケストラに馴染みのない初心者でも楽しむこ

とができるよう、クリスマスならではの曲目も演奏します。

坂出市民ホール

坂出市産業課にぎわい室　☎0877-44-5015

※クリスマスコンサートの鑑賞は無料ですが、整理券が必要

　　となり、整理券は、にぎわい室、観光協会、観光案内所、中

　　央公民館、各出張所、で配布しております。

クリスマスコンサートin坂出2017
12月24日（日） 13:30開場／14:00～開演

所

問

善通寺市

善通寺市中の獅子舞が勢ぞろいする様は圧巻です！！他、

子泣き相撲善通寺場所や郷土芸能等、楽しく文化に触れら

れる機会をぜひお楽しみください。

総本山善通寺

善通寺市役所商工観光課　☎0877-63-6315

第20回善通寺空海まつり
11月3日（金・祝）

所

問

善通寺の農・商・工が協力して開催する秋のイベント。例年

市内企業の紹介を行っております。今年も秋に向けて催し

物を鋭意準備中です。

善通寺五岳の里市民集いの丘公園

善通寺市役所農林課　☎0877-63-6316

善通寺農商工夢フェスタ2017
10月21日（土）・22日（日）

所

問

170年以上の歴史を有する華やかで勇壮な祭りです。

金糸刺繍が施された絢爛豪華な「ちょうさ」が一同に会して

行われる「かきくらべ」は圧巻。夜は提灯の灯りに照らし出さ

れ、昼とは違った幻想的な姿を見ることができます。

観音寺市豊浜町全域

さぬき豊浜ちょうさ祭実行委員会

（観音寺市経済部商工観光課内）　☎0875-23-3933

さぬき豊浜ちょうさ祭
10月6日（金）～8日（日）

所

問

観音寺市

観音寺三大祭りの一

つ。約 2 5 0 0 株 の 薄

紫・白の可憐な萩の

花が咲き誇る境内で

は、野点茶会、骨董市

などが行われます。ま

た萩の丘公園ではス

テージイベント、青空

市などのイベントが

多数開催されます。

萩原寺、萩の丘公園

萩祭り実行委員会（観音寺市経済部商工観光課内）

☎0875-23-3933

第32回萩まつり
9月23日（土）

所

問

東かがわ市

全国でも珍しい女ちょ

うさ（太鼓台）と男ちょ

うさ、奴（やっこ）、獅子

舞が一同に会し、演技

します。華やかな女ちょ

うさと力強い男ちょう

さの競演は見ごたえが

あります。

三本松商店街一帯

三本松商店会（味道源）　☎０８７９-２５-３３３６

三本松商店会「ほろ宵祭り」
10月7日（土） 16:00～22:00

所

問

東京カメラガールズ

三豊市

所

問

三豊市を代表する人情にあふれるお祭りです。古い町並み

が残る仁尾の家々の軒先に、八朔人形が並び、来場者を出

迎えます。戦国時代、仁尾城主「細川土佐守頼弘」公は、三月

三日ひな節句の祝宴中に、土佐の長曽我部元親の軍勢に攻

められ、落城し自刃しました。以来、仁尾の人々は、お殿様を

偲び三月にはおひな様を飾らず、その後、男児の節句の八朔

と共に祝うようになりました。四百三十余年の歴史を守ろう

と、市民が主体となって開催されています。

三豊市仁尾町文化会館周辺

仁尾八朔人形まつり実行委員会

☎090-2781-4561

仁尾八朔人形まつり
9月23日（土・祝）～25日（月）
23日、24日 9:00～17:00／25日9:00～16:00

まんのう町内の太鼓台が一同に集結。威勢のいい担ぎ手の

掛け声と太鼓の音が響き渡るなか、見事にかきあげられた

豪華絢爛な太鼓台は圧巻です。

祓川河川敷公園

太鼓台かきくらべ実行委員会事務局（まんのう町商工会内）

　 ☎0877-73-3711

太鼓台かきくらべ
10月21日（土）

所

問

まんのう町

地元讃岐まんのう太鼓の勇

壮 な 演 奏 やキャラクター

ショーなど多種多様なステージイベントのほか、お楽しみ抽

選会が開催され、楽しいイベントが盛りだくさんです。

国営讃岐まんのう公園 竜頭の丘

まんのう町企画観光課　☎0877-73-0106

かりんまつり
10月22日（日）

所

問

小豆島町

所

問

各地域ごとにそれぞ

れ特徴があり、葺田

八幡神社では、太鼓

の前で清めの獅子舞

を舞い、内海八幡神

社の「幟さし」では、太

い 竹 を つ け た 約 8

メートルもある「のぼ

り」を片手で差し上げ、それを額や肩で受けるといった曲芸のよ

うな技を披露し、池田亀山八幡宮では、太鼓台を舟に乗せ海を

渡り、浜に担ぎ込む「オシコミ」が見られます。
11日／福田葺田八幡神社・15日／内海八幡神社・

16日／池田亀山八幡宮

小豆島町役場商工観光課　☎0879-82-7007

秋祭り太鼓台奉納
10月11日(水）・10月15日（日）・10月16日(月)

所

問

坂出市

9月30日（土）には、開催地“府中町”の魅力がたっぷり詰まっ

た「いきいきウォークラリー」が、10月1日（日）は、このイベン

トの最大の目玉である「坂出府中湖ドラゴンカヌー大会」が

開催されます。銅鑼（どら）の音に合わせてみんなで力を合わ

せて競う様子は見応えありです！

府中湖カヌー研修センター周辺

坂出市役所府中出張所　☎0877-48-0101

第19回水のフェスティバルin府中湖
9月30日（土）・10月1日（日）

坂出市市制施行７５周年を記念

いたしまして、能楽五流派のひと

つ金剛流による能楽公演を開催

します。

青海神社（坂出市青海町 屋外仮設舞台）

坂出市産業課にぎわい室　☎0877-44-5015

※観覧には入場券（有料）が必要です。

市制施行７５周年記念事業
能 「松山天狗」 公演

所

問

※日程などは変更される場合がありますので、
　おでかけ前に予めご確認ください。

問所 開催場所 問合せ先

お祭り・
イベント
情報
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