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青竜の谷
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9/18（土）～10/31（日）開園時間中

花畑や昇竜の滝、満濃池展望遊歩道など、景色のいいスポットを巡り
ましょう！スマートフォンなどのカメラで二次元バーコードを読み取ると、
画面上にAR（フォトフレームなど）が現れ、現実の景色と一緒に楽しめ
ます。スタンプ3つで缶バッチをプレゼント。

園内各所（缶バッチ交換：案内所・北案内所）場　所

ARスタンプラリー

スポットはMAP内の
マークが目印

A 昇竜の滝

四国88景に選ばれた落差9mの巨大な人
工滝。1時間毎に水が一気に湧き出す“瀑
布”は圧巻です！ 

B 竜の子ひろば
たつ こ

多彩な遊具が点在する子どもたちの遊び
スポット。中でも、「ふわふわドーム」は大人
気です。※小学生以下限定 

9/20（月祝）
10：30～12：00（所要時間20分ほど）

好きな色で模様や絵を
描いて、自分だけのオリ
ジナルエコバッグを作り
ましょう。

ビジターセンター場　所

30名
当日受付

ペイント！エコバッグ

300円参加費

9/19（日）・20（月祝） 事前申込

ハンモック体験

10：30～12：00・13:30～15:00 各回10名

自然生態園
100円

場　所
参加費

森の散策とハンモック
体験でリフレッシュ！

森でリフレッシュ！

炭焼き体験

窯入：10/10（日）　窯出：10/23（土）
場　所時　間 10：00～12：00 炭焼き窯

窯入は間伐材を裁断して窯
に入れます。窯出は出来た炭
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！！

当日受付 先着50名

花笑フォトコンテスト
2021年秋の讃岐まんのう公園で撮影した画像を大募集！SNS「インスタグラム」で公園
アカウントをフォローし、3つの＃タグ（#2021秋 #花笑フォト #国営讃岐まんのう公園）と
@sanukimannoparkを付けて投稿するだけで参加できます。入賞者には豪華賞品をプ
レゼント！詳しくはＨＰをご覧ください。

募集期間 2021年9月18日（土）～10月31日(日)　結果発表：11月中旬

＃2021秋
当日受付

里の手しごとフェス2021
10：00～15：00

自然生態園
実費

場　所
参加費

竹細工・かがり手まり作り体験
等のワークショップ、昔ながらの
手づくり作品の展示・販売を行
う「里の縁側市」を開催します。

10/24（日）

木工教室

9/19（日）・26（日）
10/3（日）・10（日）
10/17（日）・24（日）

場　所
時　間

参加費
10：00～11：00・13：00～14：00
体験学習館 400円～700円

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。

当日受付 各回先着8名

時　間

ハーブ教室

9/19（日）・26（日）
10/10（日）・16（土）・17（日）
10/24（日）・31（日）

10：00～11：00・13：00～14：00
ビジターセンター 300円～500円

コスモスの押し花を使ったフォトスタンドや、季節の花
を使ったリースなどが作れます。

当日受付 各回先着12名

場　所 参加費

トールペイント教室

9/19（日）・26（日）
10/3（日）・10（日）・17（日）・24（日）

場　所
時　間

参加費
10：00～11：00・13：00～14：00
体験学習館 200円・500円

コスモスの花型や動物の形をした
木型にペイントをしてオリジナル
のキーホルダーが作れます。

当日受付 各回先着4名

お茶席

9/26（日）
10/3（日）・10（日）・17（日）
10/24（日）・31（日）

場　所時　間
参加費

10：00～15：30 竹風庵 茶室
大人：300円・小人：200円

本格的なお茶席を気軽に
楽しむことが出来ます。

当日受付

時　間 場　所 参加費

陶芸教室

9/18（土）・26（日）
10/3（日）・10（日）・16（土）・24（日）・31（日）

10：00～11：00・13：00～14：00 竹風庵 工房 500円

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。

事前申込 各回先着12名

申込締切：開催日の3日前まで
申込開始：体験日の1ヶ月前より開始

パン・ピザ教室

パン：9/19（日）・10/3（日）・17（日）
ピザ：9/26（日）・10/10（日）・31（日）

場　所時　間
参加費

10：00～・10：30～ ドラ夢の家
パン：400円・ピザ：500円

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。

当日受付 各回先着10名

※1組2枚まで※付き添いの方は1人につき1名まで

事前申込

うどんをつくろう

10：00～13：00
各回4組

（1組4名まで）

自然生態園
200円/玉

場　所
参加費

うどんをつくり
味わおう！

里山生活体験

9/26（日）・10/16（土）・23（土）

事前申込

草木染めをしよう

10：00～15：00 15名

自然生態園
300円

場　所
参加費

園内の植物を使って
染めたオリジナルハン
カチを作ろう！

里山生活体験

9/19（日）

事前申込

～秋の森の観察と
　　　アカマツの枝打ち体験～

10：00～13：00 20名

さぬきの森
200円

場　所
参加費

親子で動植物観察と森の整備
（アカマツの枝打ち）体験！

それゆけ！きこり探検隊
10/2（土）

事前申込

自然発見塾

13：00～14：30 20名

自然生態園
100円

場　所
参加費

「タカ」の暮らしについて
体を動かしながら楽しく
学びます。

プロジェクト・ワイルド

10/9（土）

事前申込

秋のきのこ鑑定団

13:00～15:00 20名

自然生態園
100円

場　所
参加費

秋に顔を出すかわいい
きのこを観察しよう。

9/23（木祝） 小雨決行

当日受付

さぬきの森の日
10：00～15：00

さぬきの森
100円

場　所
参加費

丸太切り体験や間伐
材を使った工作体験、
さぬきの森の観察会
などをします。

10/30（土） 雨天中止

tel.0877-79-1807

ナチュラリストネットワークかがわ協　力

9/23（木祝）10：00～12：00

秋の昆虫たちを
観察します。
※虫かご・虫網は公園で
　用意します。

※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。
※雨天時は総合センターで別プログラムを実施します。

竜頭の丘（集合：北案内所前）場　所

20名
事前申込

秋の昆虫教室

国営讃岐まんのう公園・(公社)丸亀法人会共　催
（公社）さぬき青年会議所主　催

10/3（日）10：00～15：00

パトカーやショベルカーなど、働く
車が大集合！今年はフードトラック
も集結します。また、モデルとして
活躍中の武田静加さんによる親子
ヨガ体験なども開催します。

ドラ夢広場・ドラ夢ドーム場　所

おしごとフェスタ2021～憧れのはたらくクルマも大集合！！～

愛媛ミュージックジャンボリー実行委員会
岡山ミュージックジャンボリー実行委員会

主　催
国営讃岐まんのう公園共　催

10/3（日）11：00～16：00

「地域から元気パワーを発信しよう！」を合言葉に
愛媛、岡山など複数の会場をリレー形式で開催す
るノージャンルの音楽ライブです。

昇竜の滝上（雨天時：ビジターセンター）場　所

ラブ アンド ファイン ミュージック 
Love&Fine♪ネットワーク

ultra bake shop & coffee協　力

10/2（土）
10：30～12：00・13：30～15：00
（所要時間20分ほど）

割れないシャボン玉
のような、やさしくて
不思議なおもちゃ。
くるくる、ふわふわ、
楽しく遊びましょう。

ビジターセンター場　所

各回先着
36組

（1組4名まで）

当日受付

シャボンスティックを作ろう

500円参加費

※各回30分前より整理券を配布します。

香川県ウォーキング協会・まんのう池コイネット協　力

9/25（土）10：00～12：00

秋のまんのう公園のコス
モスと満濃池を巡るウォー
キングです。

エントランス広場集合場　所

10名
事前申込

秋風ウォーク

100円（保険料）参加費

鈴木悠(気象予報士・防災士・「NHKゆう6かがわ」キャスター)講　師

10/23（土）10：30～12：00

｢NHKゆう6かがわ｣お天気キャスター 鈴木悠さん
によるお天気教室です。今回のテーマは「空の変
化と不思議」。空に起きる現象と天気の関係など
について楽しく学びましょう！

ビジターセンター場　所

12組（1組4名まで）
事前申込

鈴木悠のお天気教室 in 讃岐まんのう公園

300円/名（付き添いの方は無料）参加費

10/30（土）
10：00～・13：00～
（所要時間1時間ほど）

可愛らしいミニほうきの
壁飾りを作りましょう！

※小学校3年生以下の方は
　参加者1名につき、保護者
　の方1名の付き添いが必要
　となります。

ビジターセンター場　所

各回12組
（1組1本）

事前申込

コキアでミニほうき作り

200円参加費

まんのう公園管理センター共　催
ちいまち事務局主　催

10/16（土）・17（日）
9：30～17：00

手作りの布小物、ガー
デン雑貨、アクセサリー
などの販売を行います。
（出店予定約20店舗）

※商品によって料金は
　異なります。

芝生広場場　所

緑の手づくりマーケット

写真はイメージですTEAM outside
スポーツオーソリティ高松店

協　力

10/9（土）・10（日）9：30～16：00
触れて、遊んで、汗を流して楽しむ“体
験型”アウトドアイベント！アウトドアに馴
染みのないお子さんや女性、ファミリー
みんなで一緒に参加できるワークショッ
プがたくさんあります！

芝生広場場　所

各種ワークショップ
定員：イベントにより異なる当日受付

イベントにより異なる参加費

※天候によりイベント内容を変更する場合があります

※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」が必要です

ＮＰＯ法人  ワンワンパーティクラブ
ＮＰＯ法人  社会動物環境整備協会

協　力

9/26（日）受付 12：30～イベント 13：00～15：00

愛犬との上手な心のつなぎ方や、わんちゃん
同士の喧嘩をしない初対面の挨拶方法、公共
マナーの守り方などを楽しく学ぶドッグマナー
教室です。

ドラ夢広場場　所

当日受付

公園とドッグランの楽しい遊び方教室
雨天中止

四国B級ご当地グルメ連携協議会共　催

9/25（土）・26（日）10：00～16：00

香川県を中心としたケータ
リングカーが大集合！お肉
やスイーツなど、美味しいも
のがたくさん楽しめます。

芝生広場場　所

さぬきB級ご当地グルメフェスタ

ドラ夢ドーム・ドラ夢広場
国営讃岐まんのう公園共　催

さぬき動物愛護センター しっぽの森主　催

10/9（土）PRブース10：00～15：00講習会・譲渡会10：00～12：00
しつけ方教室13：00～14：30

さぬき動物愛護センター しっぽの森の活動を紹介する
パネル展示やトレーナーによる個別相談のほか、譲渡
前講習会・譲渡会などを行います。

犬や猫の飼い方講習会・譲渡会（定員20名）
犬の飼い方・しつけ方教室（定員6組）

場　所

講習会・譲渡会
犬のしつけ方教室

事前申込

おでかけ!しっぽの森 in 国営讃岐まんのう公園

雨天中止

問い合わせ・お申し込み先：さぬき動物愛護センター しっぽの森 087-849-1011

※詳細は公園ＨＰをご覧ください。

9/18 10/31日土

香川県造園協会  善通寺支部
（一社）日本造園建設業協会 香川県支部

協　力

10/16（土）
9：30～ （なくなり次第終了）

パンジーなどの花苗を
プレゼントします。

エントランス前場　所

先着350名
当日受付

秋の都市緑化フェア 
花苗プレゼント

いろんなことに
チャレンジしよう！

10：00～15：00 （なくなり次第終了）
雨天中止

10/23（土）・24（日）
10/9（土）・10（日）

秋の花々の苗木や
鉢植えを販売します。

エントランス前場　所
グレーヌ ラリュ協　力

公園の小さなお花屋さん

自然生態園
＆

さぬきの森

自然生態園
＆

さぬきの森
お問い合わせ・お申し込み

体験教室体験教室
tel.0877-79-1700
お問い合わせ・お申し込み

in 讃岐まんのう公園2021

2021秋
園内MAP

園内の満濃池展望遊歩道からは、空海
が改修した日本一大きな灌漑用の溜め
池『名勝“満濃池”』が一望できます。

満濃池展望遊歩道

モミジバフウ
（11月上旬）

もみじの谷
（11月上旬）

C サイクリングセンター

サイクリングセンターでは電動、2人乗り、補
助輪付など各種自転車の貸し出しを行っ
ています。※台数には限りがあります。 

D 芝生広場

8つの小山に囲まれた約4haの緑のじゅうたん。
広 と々した原っぱで、遊んだりお弁当を食べたり
寝転んだり、思い思いにお過ごしください。

11/1～11/29の期間通行可能

空の下であそぼう！
公園は、みどり豊かで開放的な環境の下で、散策、遊び、
休息、スポーツなど、健康的な生活に欠かせない活動を
楽しめる貴重な緑のオープンスペースです。感染症対策を
行いながら、マナーと思いやりを大切に、健康的で楽しい
時間をお過ごしください。

［新型コロナウイルス感染症対策について］
感染症拡大防止のため、園内施設やサービスの利用制限
がございます。また、混雑状況により園内への入場制限を行
う場合がございます。最新情報は公園HPをご覧ください。
ご理解・ご協力の程よろしくお願いいたします。

中止
になりました


