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Point

1

幻想的！

夕暮れから少しずつ現れる

イルミネーション

会場が夕闇に染まるにつれ、
イルミネーションが光輝きます。

Point

2

※点灯時間の17時以降は料金所や駐車場が混雑する場合がございます。
特に土日祝や年末年始にかけては非常に混み合いますので、
お早めのご来園をオススメいたします。

映える！定番の人気スポット

シンボルツリー

しょうりゅう

シャンパングラスタワー

週末を中心に物作り体験や食体験など多様な教室を開催！ お問い合わせ・お申し込み
小さなお子さまから大人の方まで幅広くご参加いただけます。 tel.0877-79-1700

昇竜の滝

陶芸教室

ドライフラワー・押し花などを使って
キーホルダーやリースを作りましょう。

11／22(日)・29(日)・12／6(日)
12／19(土)・１／17(日)・24(日)
●時間／(11月・1月)10：00〜11：00・13：00〜14：00
(12月)14：00〜16:30
各回先着
●場所／ビジターセンター
●参加費／300円〜500円
※メニューによって定員があります。

１5名

当日受付

高さ5m 、4,900個のグラスを使用。
色とりどりのライトアップでキラキラと
光輝きます！

Point

3

“四国八十八景”に選ばれた落差9mの
滝をライトアップ！水量が多くなる大迫力の
ばく ふ

「瀑布」は絶好のシャッターチャンスです。

広大な丘陵地に敷き詰められた約3万㎡のグランドイルミネーション。
煌びやかな光のパノラマは、
見る角度によって様々な色合いが楽しめます。

車椅子・ベビーカーで
周遊される方へ

11／22(日)・29(日)・12／13(日)
1／17(日)・2４(日)

ペットをお連れの方へ
園内ではリードを持ち、
フンや尿の始末
を行うなど、ルールをお守りいただき、他
のお客様にご迷惑がかからないようご
理解・ご協力のほどよろしくお願いいた
します。
※ご来園の際は
「案内所」
にお越しいただき、
利用規約への
同意と誓約書のご記入をお願いいたします。
※わんちゃんの入園は
「鑑札番号」
と
「狂犬病予防注射済票
番号」
が必要になります。
（番号がわかればコピーでも可）

※受付は開催日の1ヵ月前より開始します。
※申し込み日の締め切りは開催日の3日前まで

●時間／10：00〜11：00
13：00〜14：00
●場所／体験学習館
●参加費／400円〜700円

11／22(日)・29(日)・12／13(日)
12／20(日)・1／17(日)・24(日)

各回先着

●時間／10：00〜11：00・13：00〜14：00
●場所／体験学習館
●参加費／200円・500円

8名

当日受付

懐かしい里山の風景と生き物に出会える
場所です。
自然生態園ならではの様々な
体験イベントを実施します！

tel.0877-79-1807

[里山伝承体験]

園内で撮影したイルミネーションの光景をシェアして、
みんなで楽しみましょう！イン
スタグラムもしくはツイッターで公園アカウント
（@sanukimannopark）
をフォロー
し、
@sanukimannopark #花笑フォト #ウィンターファンタジー2020 を付けて投稿
するだけで参加できます。
参加してくれた方の中から、
合計20名に公園オリジナル
ポストカードをプレゼント！

［対象SNS］

詳しくはコチラ▶

事前申込

当日
受付

●時間／10：00〜16：00
●場所／まんのう竹風庵(茶室)
●参加費／大人300円・小人200円

パン・ピザ教室

天然酵母の生地にトッピングして、
薪と窯で焼く本格的なパン・ピザを
作って食べましょう。
パン：11／29(日)・1／31(日)
ピザ：11／22(日)・12／6(日)・13(日)・20(日)

各回先着
当日受付

※受付は開催日の1ヵ月前より開始します。
※申し込み日の締め切りは開催日の2日前まで※1枚につき2名まで

4名

(12月)

事前申込

[おばあちゃんの古里教室]

飾り羽子板をつくろう

各回25名
当日受付

12／19(土)
●時間／13：00〜15：00
●場所／自然生態園
●参加費／600円：作

定員10名
事前申込

[ネイチャークラフト] お正月飾りをつくろう

〜ヒノキの薪割り体験＆焼いも作り〜

自然の素材を使ってお正月飾りをつくろう！

斧を使った薪割り体験と
焼いもづくりに挑戦！

12／20(日)
定員２0名
事前申込

●時間／10：00〜12：00
13：00〜15：00
●場所／自然生態園
●参加費／300円：作

各回20名
当日受付

自然生態園収穫祭

プロジェクト・ワイルド 自然発見塾

[里山生活体験] うどんをつくろう

園内で収穫した古代米を使った
お茶のふるまいやクラフト体験を
行います。

ポッキーやわたがしなどのお菓子を
使って生き物を作ってみよう！

うどんを粉からこねて作り、
味わおう。

11／23(月・祝)

12／1２(土)

当日受付

●時間／10：00〜
●場所／自然生態園
●参加費／無料

12/20 日

●時間／13：00〜14：30
●場所／自然生態園
●参加費／100円：人

10：00〜11：00
13：00〜14：00

●場所／ビジターセンター
●参加費／500円

各回定員

の縁起が良い紅白のお正月飾りを
餅花作り教室 手作り
作ることができます。

事前申込

12／26(土)・1／10(日)

定員20名
事前申込

●時間／10：30〜13：00
●場所／自然生態園
●参加費／200円：人

各回4組
事前申込

日本
イルミネ 最大級の
ーション
花火！

15名

※1人1個のみ
※参加者1名に対し、
付き添いの方は1人とさせていただきます。

8名
10名

(11月・1月)

干支にちなんだ羽子板をつくろう！

それゆけ！きこり探検隊

●時間／10：00〜12：30
●場所／自然生態園
●参加費／200円：人

各回先着

●時間／(11月)10：00〜 ・ 10：30〜
(12月)11：00〜 ・ 11：30〜
●場所／ドラ夢の家
●参加費／パン：400円 ピザ：500円

12／5(土)
●時間／10：00〜12：00
13：00〜15：00
●場所／自然生態園
●参加費／100円：作

11／22(日)・29(日)
12／6(日)・20(日)
1／17(日)・24(日)

約10,000 発の花火とイルミネーションのコラボによる
豪華な光の共演！日本を代表する花火師15社が技を競う
「花火競技大会」
と
「ミュージックスターマイン」を行います。

1／16(土) 19：00〜

開催日時／2021.

Food Menu

輝く光のおすそ分け

11／21(土)〜1／11(月・祝)

１2名

竹トンボ、竹笛など
竹を使って作ってみよう！

※画像は過去のイメージです。
イルミネーションのデザインは毎年変わります。

SNS連動企画

各回先着

竹細工をしよう

12／1２(土)

会場内はベビーカーや車椅子が周回で
きるバリアフリー構造になっているので、
ご家族一緒にお楽しみいただけます。
※車椅子をご利用の際は、
安全のため必ず補助者の方がご
同行ください。
※会場内には、
急な斜面や未舗装の場所な
ど、
ベビーカーや車椅子が進入できない場所がございます。

●時間／10：00〜11：00・13：00〜14：00
●場所／まんのう竹風庵(工房)
●参加費／500円

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
飾り物が作れます。

糸鋸などを使って本立て・小物入れ・鳥の巣箱
などを作ることが出来ます。

お問い合わせ・お申し込み

壮観！“パノラマ・イルミネーション”

11／21(土)・29(日)・12／6(日)
12／19(土)・1／16(土)・24(日)

本格的なお茶席を気軽に楽しむことが出来ます。

トールペイント教室

木工教室

自然生態園
＆さぬきの森
イルミネーション会場に入るとすぐに、
高さ10mの光の塔が現れます。

お茶席

粘土をこねてオリジナルのお皿や
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。

レストラン

温かい食べ物と季節のデザートをお楽しみください。
主なメニュー しっぽくうどん・ぜんざい・コーンスープなど

●開園期間中営業

屋台村

温かいメニューで“ホッ”と一息。

主なメニュー とん汁・ちゃんこ汁・おでんなど

●営業時間／期間中の土日祝 16：00〜閉園時間まで
●場所／サイクリングセンター前広場

※約50分間

●雨天実施 ※荒天時は翌日1/17(日)に順延
●観覧料／全席指定 有料(チケット制)
※無料閲覧エリアはございません。

1/2

土

10：00〜12：00
13：30〜15：30

書初め体験

●場所／ビジターセンター
●参加費／無料

新年の抱負や好きな言葉を書いて、
新年をスタートさせましょう。

各回先着

30名

当日受付

[主催]（一社）SMASH ACTION
[共催]国営讃岐まんのう公園

詳しくは
コチラ▶

※イベントは、天候又はその他の事情等により変更や中止となる場合があります。
最新情報は公式サイトでご確認ください。
※画像およびイラストはイメージです。

