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2022秋
園内MAP

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

9：30～17：00

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
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

料 金 問い合わせ
450円
210円
無 料

最新情報は公式サイトをチェック！

アクセス

イベント期間中は毎日開園

9/19（月祝）65歳以上の方のみ
10/9（日）・23（日）

駐車料金

入園料金

・入園料金は、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。
・上記の時刻表は、交通状況等により変更となる場合がございます。

JR琴平駅・ことでん琴平駅 まんのう公園無料送迎バスのご案内

ことでん琴平駅前発

JR琴平駅前発

まんのう公園発

15分 15分 15分 15分 45分 45分 45分

45分 45分 45分

10分 10分 10分 10分 40分 40分 40分
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ー
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00分

17時

9/17（土）

10/30（日）
の土・日・祝

運行日

モミジバフウ
（11月上旬）

もみじの谷
（11月上旬）

11/1～11/30の期間
通行可能

第10回 満濃池 空海 こんぴら
しあわせツーデーウオーク

12/3（土）・4（日）

満濃池、金刀比羅宮、総本山善通寺など、
全国に知られる名所を巡りながら、自然溢れ
る風光明媚な讃岐路をみんなで歩きましょう！

ご家族・お友達など、公園で自分たちの花
壇を作り、花を咲かせてみませんか。デザ
インから植え付け、管理までを行います。
※植える球根や苗は支給します。

主催 満濃池空海こんぴらしあわせ
ツーデーウオーク実行委員会

共催 まんのう町、(一社)日本ウオーキング協会
後援 香川県、善通寺市、琴平町など（予定）

市民花壇コンクール事前申込

11/14（月）
締切

参加者募集
ウィンター
ファンタジー

詳細は公園HPを
ご覧ください。

～

　  はな　　     えみ

花笑フォトコンテスト
＃2022秋

2022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」から気軽にご参加いた
だけます。入賞者には「キャンプ場キャビン宿泊券」
など豪華賞品をプレゼント！

募集期間
2022年9/17（土）～10/31(月)
結果発表：11月中旬

9/１７（土）～１０/30（日）
イラスト看板＆フォトフレーム

「花巡りの丘」に記念撮影を楽しめるコキ
アのイラスト看板を設置しています。各イラ
スト看板の近くにある二次元バーコードを
スマートフォンで読み取ると、画面上にコキ
アのARフォトフ
レームが現れ、現
実の景色と一緒
に撮影が楽しめ
ます。
時間 開園時間中
場所 花巡りの丘 計3ヵ所

雨天時：11/20（日）に順延

事前申込
先着10組
11/13(日)
締切

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制
作したアート作品を展示して
います。

SANUKI 循環するアートの森
‐1stレジデンス‐

場所 園内各所
参加作家 林鴻文、川島 慶樹、

南 優、工藤 政秀

時間 開園時間中

◉…アート作品展示場所
詳しくは
こちら

詳しくは
こちら

場所 竹風庵花壇

R４ ウィンターファンタジー 
期間中の開園時間、休園日について
今冬、イルミネーションイベント「ウィンターファンタジー」期間中
の開園時間、休園日は以下の通り実施する予定です。平日は14時
から開園、繁忙日は22時まで開園時間を延長する等、例年と異な
る点がございますので、ご来園の際はお気をつけくださいませ。

毎週火曜、12/29（木）～1/1（日祝）
◇12/27（火）・1/3（火）は特別開園

11/26（土）～
2023年1/9（月祝） 

くすみ緑　赤
（グラデーション）
9月下旬～10月上旬

赤
10月中旬

赤　小麦
（グラデーション）

10月下旬

小麦
10月末

緑
8月中旬～下旬

くすみ緑
9月上旬～中旬

コキア
カラーガイド
6,000本

コキアのフォトスポット

コスモスガイド

期 間

開園時間

点灯時間

休 園 日

2022年11/26（土）～2023年1/9（月祝）

平日14時～21時、土日祝9時30分～21時
◇12/10（土）・17（土）・24（土）・25（日）は22時閉園

17時～（天候状況等により早くなる可能性あり）

［植付日時］11/19（土） 13:30～（2時間程度）

6品種30万本

カップケーキ あかつき

レモンブライト

センセーション

キャンパス
（オレンジ･イエロー）

青
竜
の
谷

9
月
中
旬
〜
10
月
上
旬

10
月
上
旬
〜
下
旬

花
竜
の
道

［管理期間］11/19（土）～2023年 4/7（金）
植付日11/19(土)には必ずご参加ください。

約6kmのコース。園内を
一周することができます。

南 優

川島 慶樹

工藤 政秀

前回の実施風景



参加費 300円～500円/個

参加費 100円/作品

里山伝承体験 わら草履をつくろう
11/6（日）

わらを使って昔ながらの
草履を作ろう！

時間 10：00～12：00
13：00～15：00

場所 自然生態園

10/8（土）
プロジェクト・ワイルド 自然発見塾
ゲームをとおして、自然の
しくみを楽しく学ぼう！

時間 13：00～14：30
場所 自然生態園
参加費 100円/名

自然生態園＆さぬきの森 お問い合わせ・お申し込み

tel.0877-79-1700tel.0877-79-1700

tel.0877-79-1807tel.0877-79-1807

お問い合わせ・お申し込みお問い合わせ・お申し込み

ハーブ教室
ドライフラワーを使って、フラワーボックスや
ハーバリウムなどが作れます。

時間 10：00～11：00・13：00～14：00
場所 ビジターセンター

9/24（土）
10/2（日）・10（月祝）・16（日）・22（土）・30（日）

トールペイント教室
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。

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

当日受付
各回先着
8名

10/1（土）
それゆけ！きこり探検隊
～秋の森の観察と森の整備体験～
森の中の動植物観察と森の
整備（徐間伐）体験をします。
時間 10：00～13：00
場所 さぬきの森
参加費 200円/名

事前申込
各回
10名

事前申込
各回
4組

事前申込
各日4組
1組5名まで

里山伝承体験 草木染めをしよう
10/15（土） 事前申込

20名

参加費 300円/作品

園内の植物を使ってオリジ
ナルのハンカチを作ろう！

時間 10：00～15：00
場所 自然生態園

里の手しごとフェス2022
10/23（日）

事前申込

20名

事前申込

20名

事前申込

20名

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。

時間 10：00～15：00 場所 自然生態園

当日
受付

当日
受付

木工教室
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。

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

 里山生活体験 うどんをつくろう
9/25（日）・10/16（日）・22（土）

自分でうどんをつくり
味わおう！

時間 10：00～13：00
場所 自然生態園
参加費 200円/玉

秋のきのこ鑑定団
9/23（金祝）

秋に顔を出すかわいい
きのこを観察しよう。

時間 10：00～15：00
場所 自然生態園
参加費 100円/名

森でリフレッシュ！ ハンモック体験
9/18（日）・19（月祝）

森の散策とハンモック体験
でリフレッシュ！

時間 10：30～12：00
13：30～15：00

場所 自然生態園 参加費 100円/名

参加費 100円/名

さぬきの森の日
10/23（日）

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。
時間 10：00～15：00
場所 さぬきの森

9/18（日）
来まいよ！
体験ふれあいフェスタ
木工、竹巻きパン、陶芸、丸太切
り、ガイドウォークなど、さまざまな
体験イベントを開催します。

時間 10：00～12：00・13：00～15：00
場所 エントランス広場など

※雨天中止

※雨天中止

※雨天中止

※少雨決行

体験教室

陶芸教室
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。

【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

時間 10：00～11：00・13：00～14：00
場所 竹風庵 工房 参加費 500円/個

事前申込
各回先着
12名

事前申込
各日
30名

9/18（日）・25（日）
10/2（日）・10（月祝）・16（日）・22（土）・30（日）

9/25（日）
10/2（日）・16（日）・22（土）・30（日）

9/18（日）・25（日）
10/2（日）・16（日）・22（土）・30（日）

当日受付
先着
20名

炭焼き体験
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！

時間 10：00～12：00 場所 炭焼き窯

［窯入］10/8（土）
［窯出］10/22（土）

9/25（日）
10/2（日）・10（月祝）・16（日）
10/22（土）・30（日）

お茶席
本格的なお茶席を気軽に
楽しむことが出来ます。

時間 10：00～15：30 場所 竹風庵 茶室
参加費 大人：300円/名・小人：200円/名

当日
受付パン・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。

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

※1組2枚まで  ※付き添い
の方は1人につき1名まで

当日受付
各回先着
8名

パン：10/2（日）・16（日）
ピザ：9/25（日）・10/10（月祝）・30（日）

協力 かりん夢クラブ、インタープリター・ボランティアの会
ガーデニングクラブ、さぬきの森の会

9/25（日）
ラブ アンド ファイン ミュージック
Love&Fine♪ネットワーク
「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。

時間 11：00～16：00 場所 昇竜の滝 上
主催 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
共催 国営讃岐まんのう公園

9/25（日）
公園とドッグランの楽しい遊び方教室
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
守り方など楽しく学ぶドッグマナー教室です。

時間［受付］10：00～［イベント］10：30～12：00
場所 ドラ夢広場 共催 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

9/19（月祝）
さぬきBONSAI
展示・販売会＆ワークショップ
松の盆栽生産量日本一！
香川の盆栽を展示・販売
します。その他、苔玉作り
体験（無料）も行います。

時間［展示・販売会］開園時間中
［苔玉作り体験］10：30～・13：30～(所要約1時間)

場所 ビジターセンター 協力 香川県造園事業協同組合

事前申込

各回
10名

苔玉作り体験
9/19（月祝）・24（土）
秋の昆虫教室
秋の昆虫たちを観察します。

時間 10：00～12：00
場所 竜頭の丘（集合：北案内所前）
協力 ナチュラリストネットワークかがわ

※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2名
　までとさせていただきます。

時間 9：30～ 場所 エントランス前
協力 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

当日
受付

※雨天中止

※雨天中止

10/2（日）
のりものフェスタ2022
パトカー、自衛隊車両、ショベルカーなどの展示、高
所作業車やクレーン車などの試乗体験、香川県警音
楽隊のミニ演奏なども実施します。

時間 10：00～15：00 場所 ドラ夢広場
共催 国営讃岐まんのう公園、（公社）丸亀法人会

10/9（日）
おでかけ！しっぽの森 in 国営讃岐まんのう公園
「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
展示や迷子札作りのほか、譲渡前講習会や譲渡会を行います。
※講習会・譲渡会は事前申込制です（見学可）。

時間 PRブース 10：00～15：00
講習会・譲渡会 10：30～12：00
犬の飼い方教室 13：00～14：00

場所 ドラ夢広場
主催 さぬき動物愛護センター しっぽの森
共催 国営讃岐まんのう公園

10/15（土）・16（日）
さぬきB級
ご当地グルメフェスタ
香川県などのご当地ケータリングカー
が出店し、肉やスイーツなどのグルメを
お楽しみいただけます。

時間 10：00～16：00
場所 芝生広場

緑の手づくりマーケット
手作りの布小物、ガーデン雑貨、
アクセサリー、焼き菓子などの販売
を行います。

主催 四国B級ご当地グルメ連携協議会、
ちいまち事務局

共催 まんのう公園管理センター

※荒天中止

※雨天時はドラ夢ドーム

※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。

事前申込

講習会＆譲渡会
犬の飼い方
教室

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

参加費イベントにより異なる

10/8（土）・9（日）
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
方や、ファミリーみんなで一緒に参加できる
ワークショップがもりだくさん！

時間 9：30～16：00 場所 芝生広場
主催 (一財)公園財団 運営 TEAM outside

詳細は公園HPをご覧ください。

※天候によりイベント内容を変更する場合があります。

10/1（土）～30（日）
国立公園と国営公園展
全国の“国立”公園と“国営”公園の
特徴や魅力について、写真やパネル
でご紹介します。

10/15（土）
秋の都市緑化フェア
花苗プレゼント
パンジーなどの花苗をプレゼントします。時間 開園時間中

場所 ビジターセンター
主催 中国四国地方環境事務所

四国事務所
共催 国営讃岐まんのう公園

当日受付
先着
300名

参加費 100円/名（保険料含む）

10/1（土）
リフレッシュヨガ
未経験者、初心者の
方大歓迎！ヨガ体験で
心と身体をリフレッ
シュしましょう。

時間 14：00～15：30 場所自然生態園 学習室

協力 ラマラマヨガスタジオ

事前申込

10名

参加費 500円/個

10/23（日）
シャボンスティックを
つくろう
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。

時間 10：30～12：00・13：30～15：00
（所要約20分）

場所ビジターセンター
協力 ultra bake shop & coffee

参加費 無料（一部有料ゲームあり）

10/29（土）
ハッピーハロウィーン
四国最大級のハロ
ウィーン☆アメリカ
人達と英語でハロ
ウィーンを楽しもう！

時間 13：00～16：00
場所 ドラ夢ドーム、ドラ夢広場

協力 ジェムスクール

時間 ①10：10～10：40
②14：10～14：40

場所ドラ夢ドーム

主催 まんのう町 共催 国営讃岐まんのう公園 問い合わせ先：ジェムスクール
　　　　　　0875‐24‐5321問い合わせ先：まんのう町地域振興課 0877‐73‐0122

10/23（日）
かりんまつり
地元まんのう町の伝統芸能披露のほか、暴太郎戦隊
ドンブラザーズのキャラクターショーやお笑いステージ
ショーを行います！

10/30（日）
コスモスの
お花摘み体験
コスモスを摘み取り、
ご自宅などに持ち帰り
飾っていただけます。

時間 13：30～15：00
場所 花竜の道

※小雨決行 当日受付
30組
1組最大
4名まで

参加費 200円/作品

11/6（日）
コキアでミニほうき作り
可愛らしいミニほうきの
壁飾りを作りましょう！

時間 10：00～・13：00～（所要約1時間）
場所 ビジターセンター

※1家族１本のみ
※小学校3年生以下の方は、
　保護者の方と同伴（1名）でご参加ください。

事前申込
各回
12名

11/13（日）
第33回 県民スポーツ・レクリエーション祭
スポーツとレクリエーション体験
や、キッチンカーの出店、ステージ
イベントなどを行います。

時間 10：00～15：00 場所 ドラ夢ドーム、ドラ夢広場
主催 県民スポーツ・レクリエーション祭実行委員会、香川県教育委員会
共催 国営讃岐まんのう公園 ほか

主催（公社）さぬき青年会議所

in 讃岐まんのう公園2022

同時開催

当日受付
各種ワーク
ショップ

当日受付
各回先着
12名

参加費 100円/名（保険料）

10/10（月祝）
秋風ウォーク
園内のコスモスを観賞した
り、満濃池の歴史について
ふれながらウオーキングを
しましょう。
時間 10：00～12：00
場所 エントランス広場集合

協力 香川県ウオーキング協会
まんのう池コイネット

※小雨決行 事前申込

20名

※雨天時は総合センター
　で別プログラムを実施

※メニューにより数量限定となります。

当日受付
各回先着
36組
1組4名まで

当日
受付

※なくなり次第終了

当日受付
各回先着
4名

当日受付
陶芸は
事前申込

各教室により定員は異なる

※受付の15分前より
　整理券を配布します。

※受付の15分前より整理券を
　配布します。

瀬戸内国立公園（秋の寒霞渓）

観覧
無料

暴太郎戦隊ドンブラザーズショー

※開花状況により開催場所を変更する可能性があります。

県民スポレク祭公式HP
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