
事前申込

セグウェイに乗ってみよう！
10：00～11：30・13：30～15：00 各回4名

集合：中央案内所(中央駐車場前)
3,000円/名（保険料含む）

場　所
参加費

セグウェイに乗って、名勝“満濃
池”を一望できる展望遊歩道や季節
のオススメ箇所（花畑）を巡りま
す。初めての方でも資格を持った
スタッフが丁寧にレクチャーしま
すのでお気軽にご参加ください。

2/5（土）～3/13（日）の土日祝

対象：満16歳～70歳、体重 約40kg～110kg
※ペースメーカー使用・歩行が困難な方は乗車不可

※雨天中止
第9回 香川の公園
絵画コンクール入賞作品展

開園時間中

ビジターセンター
香川県造園事業協同組合

場　所

協　力

香川県内の公園を
描いた絵画の入賞
作品(46点)を展示
します。幼児から大
人まで、様々な視点
で描かれた公園の
風景が並びます。

2/19（土）～3/6（日）

SANUKI 循環するアートの森
-レジデンス2022-

当日受付
ワークショップ：3/13（日） 

園内各所場　所

工藤 政秀、川嶋 慶樹、河野 博、南 優参加作家

「森の恵みを森に還してい
く」という視点で、園内の森
林整備等で発生した間伐材
や廃材等を使用してアート
作品を公開制作します。

3/13(日)には子どもたちと一緒に作品を作るワークショップ
を行います。対象：小学生 参加費：無料

公開制作：3/4（金）～18（金）展示：3/19（土）～

鈴木悠のお天気教室
in 讃岐まんのう公園

10：30～12：00
（質疑応答15分含む）

事前申込
12組

（1組4名まで）

300円/名（保護者は無料）参加費
ビジターセンター場　所

気象予報士/防災士 鈴木悠
(「NHKゆう6かがわ」キャスター)

講　師

｢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。天気の不思議やおもしろさ
などを楽しく学びましょう！

2/20（日）

対象：小学生・保護者

チャレンジ！ランバイク

10：30～11：45・13：00～14：15
14：30～15：45

事前申込
各回10家族

（1家族2名まで）

300円/名（保険料込み）参加費

500円/個参加費

ドラ夢ドーム場　所

香川ランバイク推進協会協　力

ランバイク（ペダルなし自転
車）の体験会です。バランス
感覚を養い、自転車デビュー
の近道にもなります！練習
の最後にはレース体験も行
います。（ランバイク、ヘル
メットは公園が準備します）

3/6（日）

対象：2～6歳（保護者同伴）

多肉植物の寄せ植え

10：00～11：30
13：00～14：30

事前申込
各回12組

（1組4名まで）

ビジターセンター場　所

1,000円/個参加費

funnypipe.flower協　力

数種類の多肉
植物で、自分だ
けの可愛らし
い寄せ植えを
作りましょう。

2/23（水祝）

香川オリーブガイナーズ 
野球教室
オリーブガイナーズの
選手による野球教室
を行います。（グローブ
をお持ちの方はご持参
ください）

ドラ夢広場  
※雨天時はドラ夢ドーム

場　所

香川オリーブガイナーズ協　力

【受付】10：00～
【イベント】10：30～12：00

当日受付
先着50名

2/27（日）

対象：小学生

凧づくり教室
好きな絵を描いて自分だけ
の和凧を作り、大空に揚げ
てみよう！讃岐凧天揚会に
よる凧あげパフォーマンス
も行います。

凧づくり教室：ビジターセンター
凧あげ：芝生広場

場　所

讃岐凧天揚会協　力

10：30～12：00・13：30～15：30
受付は各回5分前より開始

当日受付
凧づくり教室
各回先着20名

2/11（金祝）・12（土）

※雨天時は「凧づくり教室」
　のみ実施

事前申込
20名

冬の野鳥観察と
　　　  シイタケ管理
野鳥観察と
シイタケの菌打ち
を行います。

それゆけ！きこり探検隊
10：00～12：30

自然生態園
200円/名

場　所

参加費

2/12（土）

※小雨決行

当日受付

さぬきの森ガイドウォーク

10：30～12：00
13：30～15：00 各回10名

集合：自然生態園場　所

インタープリ
ターが普段公
開していない
エリアもご案
内します。

2/20（日）

時　間

ハーブ教室

2/13（日）・27（日）
10：00～11：00
13：00～14：00
ビジターセンター 300円～500円/個

ドライフラワーや押し花を
使ってキーホルダーやリース
などが作れます。

当日受付 各回12名

場　所 参加費

0877-79-1700〒766-0023 香川県仲多度郡まんのう町吉野4243-12

まんのう公園管理センター

讃岐まんのう

Tel.

https://sanukimannopark.jp
9：30～16：30

おとな（15歳以上）
シルバー（65歳以上）
こども（中学生以下）

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

普通車 320円  大型車 1,050円
二輪車 100円

【2日間通し券】 おとな500円、シルバー250円開園時間

料 金 問い合わせ
450円
210円
無 料

入園料金

駐車料金

最新情報は公式サイトをチェック！

アクセス

休園日 2/15（火）・3/1（火）
3/2（水）以降は17：00閉園

縦60m×横60mの広々としたエリアで、ワンちゃんと一緒に
思いっきり遊びましょう！ドッグフリスビーも使用可能です。
※わんちゃんの大きさに合わせた3つのエリアに分かれています。
※ドッグラン利用の有無に関わらず、入園する際には犬鑑札と狂犬病
　予防注射済票が必要です（コピー可）。

特設ドッグラン広場

木工教室

場　所
時　間

参加費
10：00～11：00・13：00～14：00
体験学習館

場　所 ドラ夢広場（受付：北案内所）

400円～700円/個

本立て・小物入れ・貯金箱・鳥の巣箱
などを作ることが出来ます。

2/13（日）・27（日）

炭焼き体験

窯入：2/12（土）　窯出：2/26（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20名お茶席

2/20（日）・3/6（日）
場　所時　間

参加費
10：00～15：30 まんのう竹風庵 茶室
大人：300円/名・小人：200円/名

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

パン・ピザ教室

パン：2/13（日）・27（日）
ピザ：2/20（日）・3/6（日）
場　所
時　間

参加費
10：00～・10：30～
ドラ夢の家 パン：400円/個・ピザ：500円/枚

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10名

当日受付

10：00～12：00・13：00～15：30
各回25名

自然生態園
100円/作品

場　所
参加費

竹を使って、竹
トンボや竹笛
等を作る体験
ができます。

2/23（水祝）
3/5（土）

里山伝承体験 竹細工をしよう

トールペイント教室

2/13（日）・27（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/個

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。

当日受付 各回4名

時　間

場　所 参加費

陶芸教室

2/19（土）・3/6（日）

10：00～11：00・13：00～14：00
まんのう竹風庵 工房 500円/個

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。完成時には、代表
の方にまとめて郵送（着払い）させてい
ただきます。

事前申込 各回12名

申込開始：体験日の1ヶ月前より開始
申込締切：開催日の3日前まで

2/11（金祝）～3/6（日）

事前申込
20名

冬芽の観察会
13：00～15：00

自然生態園場　所

おもしろい形
をした冬芽を
さがそう！

2/19（土）

冬季限定

tel.0877-79-1807
お問い合わせ・お申し込み

自然生態園
＆

さぬきの森tel.0877-79-1700
お問い合わせ・お申し込み

体験教室

開園時間中

3月中旬
70品種20万本

スイセン 

4月上旬
20品種3.5万本

チューリップ
4月中旬
55万本

ネモフィラ 

ひろびろ♪
のびのび♪

プロジェクト・ワイルド

13：00～15：00

自然生態園場　所

自然発見塾 

2/12（土）

鳥ってどんな
生き物？
渡り鳥の渡り
って何？

当日受付 各回8名

色鮮やかな花々によって彩られる
春のフラワーリレー！
木漏れ日の下で咲くスイセン、
色鮮やかなチューリップ、
青一色の景色が広がるネモフィラ
などが次々と開花します。

色鮮やかな花々によって彩られる
春のフラワーリレー！
木漏れ日の下で咲くスイセン、
色鮮やかなチューリップ、
青一色の景色が広がるネモフィラ
などが次々と開花します。

3/19（土）～5/8（日）
春らんまんフェスタ2022
3/19（土）～5/8（日）

春らんまんフェスタ2022

100円/名参加費

事前申込
20名

10：00～12：00

詳しくは
こちら

中止
中止

中止 中止

中止
中止

中止

中止 中止


