
広島・岡山方面から／瀬戸中央自動車道・坂出I.Cより車で約35分
岡山・愛媛・高知方面から／高松自動車道・善通寺I.Cより車で約25分
徳島方面から／徳島自動車道・美馬I.Cより車で約40分
ＪＲ利用／JR琴平駅よりタクシーにて約15分
琴電利用／琴電琴平駅または岡田駅よりタクシーにて約15分
ＪＲ琴平駅前、琴電琴平駅前より美合線（落合橋、三角、
川奥行き）「まんのう公園口」下車、徒歩30分

アクセス料　金

駐車料金▶普通車 310円
大型車 1,030円   二輪車 100円

〒766-0023 香川県仲多度郡まんのう町吉野4243-12

開園時間 9：30～17：00

休園日 毎週火曜日

入園料金▶おとな（15歳以上） 450円
シルバー（65歳以上） 210円
こども（中学生以下） 無料
〈2日間通し券〉おとな500円、シルバー250円

讃岐まんのう 検索

https://sanukimannoupark.jp
Tel.0877-79-1700
まんのう公園管理センター
問い合わせ

HP

イベント
告知

7/20（土）～9/1（日）7/20（土）～9/1（日）

ハーブ教室

木工教室

陶芸教室

パン・ピザ教室 炭焼き体験

お茶席

トールペイント教室

体験
教室

※間伐材が調達できない場合、中止となります。

れんたる
6/15（土）・16（日）
10：00～12：00、
13：00～15：00
エントランス広場
各日100名
　200円　　当日受付
　※小雨決行

　

あじさいパラソルを作ろう
好きな絵を描いて、自分
だけのステキな傘を作り
ましょう♪

自然生態園
さぬきの森イベント

東屋

あじさい縁日
会場

中央駐車場
ビジターセンター

案内所

あじさい苑
ライトアップ

P

おすすめ
ルート

※イベントは、天候等の理由により変更または中止する場合があります。
※画像及びイラストはイメージです。　※定員があるイベントは先着順となります。

6/15（土）・16（日）・22（土）・23（日）・30（日）、
7/7（日）・15（月・祝） 10：00～11：00、13：00～14：00
ビジターセンター　　メニューにより定員あり
300円～500円　　当日受付

ドライフラワー・押し花などを使って
壁掛けやハーバリウムなどが作れます。

6/16(日)・23(日)・30(日)、7/7(日)・14(日)
10：00～11：00、13：00～14：00
体験学習館　　各回10名
200円・500円　　当日受付

木型や素焼きの鉢にペイントをしてオリジナルのキーホル
ダーや飾りものが作れます。アジサイ型も期間限定で登場！

6/16（日）・23（日）・30（日）、7/7（日）・14（日）
10：00～11：00、13：00～14：00
体験学習館　　各日20名
400円～700円　　当日受付

糸鋸などを使って本立て・小物入れ・
鳥の巣箱などを作ることができます。

パン：6/16（日）・30（日）・7/14（日）、
ピザ：6/23（日）、7/15（月・祝） 10：00～11：00
ドラ夢の家　　各日30名　　パン：400円、ピザ：500円　　当日受付

天然酵母の生地をのばし、薪と窯で焼
く本格的なパン・ピザを作りましょう。

窯出：6/22（土）、窯入：7/13（土） 10：00～12：00　　炭焼き窯
各日50名　　当日受付

窯入は間伐材を裁断して窯に入れます。
窯出はできた炭を窯から出し袋詰めをします。
参加者には木酢液・木炭をプレゼント！！

6/30（日）、7/7（日）・15（月・祝）
10：00～16：00
まんのう竹風庵（茶室）
おとな300円、こども200円
当日受付

本格的なお茶席を気軽に楽
しむことができます。

TEL：0877-79-1807

里山自然観察会
田んぼの生きもの探検隊～夏編～

7/7（日）
13：00～15：00
30名
事前申込

田んぼ、田んぼの畔、水路に分かれて
動植物を観察します。

それゆけ！きこり探検隊
～ヒノキの間伐と流しそうめん～

7/6（土）
10：00～13：00
30名
200円/人
事前申込

ヒノキをノコギリで伐ります。
流しそうめんも行います！

「あじさいまつり」期間中、
和傘・カラフル傘などを
案内所でお貸ししています。
晴れ曇り雨…いろんな天気
を楽しんでください。
6/15（土）～7/7（日）
開園時間中
案内所

※傘の種類・数には限りがあります。

日本原産のアジサイを世界中に
紹介したシーボルトとアジサイの
ゆかりについてのパネル展示です。
6/15（土）
～7/7（日）
開園時間中
ビジターセンター

アジサイと
シーボルト展

傘 あじさい苑 野点
アジサイの花を
眺めながらお茶
席をお楽しみく
ださい。

6/15（土）・16（日）・22（土）・23（日）
10：00～15：00
飛竜池横 東屋　　各日150名
　おとな300円、こども200円
　　当日受付　※雨天実施

昇竜の滝
ライトアップ

6/16（日）・22（土）・30（日）、7/7（日）・14（日）
10：00～11：00、13：00～14：00
まんのう竹風庵（工房）　　各回15名　　500円
事前申込 ※開催日の3日前までにお申込ください。

粘土をこねてお皿やお茶碗作りが
体験できます。焼き上がり後、着払
いにて郵送いたします。

※入園料は、公園内バス停降車後に、公園係員が徴収させていただきます。

運行日

運行日

6/15（土）・16（日）、7/6（土）・7（日）  計4日間

6/21（金）・22（土）・23（日）・28（金）・29（土）・30（日）  計６日間

無料送迎バスのご案内
JR琴平駅・ことでん琴平駅　 公園

13時 14時 15時 16時 17時 18時 19時 20時 21時

15分 15分15分 ̶ 15分 15分̶ 15分 00分
45分̶45分45分 45分 45分45分 ̶ ̶

40分40分̶40分40分 40分 40分 ̶ ̶

ことでん琴平駅前発
JR琴平駅前発
まんのう公園発

9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時

15分 15分45分 45分 ̶ 15分45分 15分 00分
15分15分15分15分 45分 45分45分 ̶ ̶

40分10分10分10分10分 40分 40分 ̶ ̶

ことでん琴平駅前発
JR琴平駅前発
まんのう公園発

おばあちゃんの古里教室
うめぼしを作ろう！

6/16（日）…梅干の塩漬け
7/13（土）…天日干し漬け込み・おにぎり作り  10：30～12：00
10組　　6/16（日）…600円/組、7/13（土）…100円/人
事前申込

自分で作った梅干しで、おにぎりを
作ってみよう！  ※2回の連続講座です

水辺の植物観察会

6/29（土）
10：30～12：00
30名　　事前申込

夏の里山の水辺に
生育する植物を
観察しよう！

里山ネイチャーキャンプ 
（小学4年生～6年生）

7/20（土）～21（日）
13：00～12：00
20名
3,000円
事前申込

ため池の調査や食事づくり、夜の
自然観察など楽しさいっぱい！

「あじさい苑ライトアップ」開催時の
6/21（金）～23（日）、6/28（金）～30（日）は、
21：00まで開園（最終入園は20：30まで）

【協力】香川大学アートプロジェクトチーム

初夏の爽やかな風に吹かれながら、
ウォーキング講師と一緒に「あじさい苑」
などを巡りましょう。
6/16（日） 10：00～12：00
エントランス広場集合　　20名
100円（保険代）　　事前申込　※小雨決行　

【協力】香川県ウオーキング協会
　　

アジサイさんぽ
～初夏の公園めぐり～ 園内で採れたアジサイの挿し木を

プレゼントします。

アジサイの挿し木
プレゼント

7/7（日） 10：00～
※定員になり次第終了
あじさい苑
　100名 ※お1人1本
　　当日受付

7/7（日）
10：15～11：00
あじさい苑
東屋
当日受付

アジサイの
お手入れ教室

園内の植物を管理している公園職員
によるお手入れ講習会です。

コキア（緑葉）

階段

ライトアップ
観覧のお客様は
中央駐車場を
ご利用ください。
※17：00以降は、
北口料金所から
のみの入園及び
退園となります。
最終入園
20：30まで

階段
ラストオーダー
20：00

　
40品種2万本
の「あじさい苑」（植
栽面積：5,500㎡）を
ライトアップ。

あじさい苑ライトアップ
会場MAP
6/21（金）～23（日）
6/28（金）～30（日）
〈点灯時間〉
日没頃～21：00

ふわふわ
ドーム

（～19：00）

　落差9mの
巨大な滝をライト
アップ。水が一気に
流れ出す“瀑布”は

大迫力！
 ［瀑布］（1回約5分）

18：00、19：00、
20：00

軽食コーナー

レストラン

17：00以降の
開園エリア

ライブ
パフォーマンス

会場


