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香川県仲多度郡まんのう町吉野下430　 
電話0877-73-0105

まんのう町産業経済課 

携帯サイト 

お問い合わせ 

http://www.town.manno.lg.jp/mobile/

http://www.town.manno.lg.jp/

町木 花梨（カリン） 
空海と満濃池にゆかりがあり、その実に薬効があることから町
木として選ばれました。空海が唐から持ち帰り、まんのう町に
は満濃池を改修した弘仁12（821）年に伝えられました。 
中国原産の落葉高木で、多くは庭木として栽培されています。 

町花 梅 
ウメ（梅）は、バラ科サクラ属の落葉高木です。中国原産で日
本には古代に渡来しました。1～3月に5枚の花弁のある1～
3cmほどの花を葉に先立って咲かせます。花の色は白、また
はピンク～赤。花を観賞するほか、果実は梅干しや梅酒にされ、
クエン酸をはじめとする有機酸などを多く含み、健康食品とし
て人気があります。 

アクセス 

〈岡山・愛媛・高知方面から〉高松自動車道・善通寺ICより車で約25分 
〈徳島方面から〉徳島自動車道・美馬ICより車で約40分 

車 

〈JR利用〉琴平駅よりタクシーにて約15分 
〈琴電利用〉琴電琴平駅・岡田駅よりタクシーで約15分 鉄道 

〈高松空港利用〉タクシーで約40分 空路 

QRコード 





豊かな自然に溢れる「まんのう町」は、多彩な遊びや体験スポット
が目白推し。家族でのキャンプ・自然散策からスポーツ・温泉施設
も充実です。誰もが五感全部で楽しめます。それぞれのペースで
スポットチョイスしたら、さあ行きましょ！ リフレッシュタイムの始
まりです。 

遊び・体験スポット 
五感で満喫 

県営満濃池森林公園 
県内きっての憩いのスペース。自然と親しめる遊
歩道をはじめ緑の広場、森林学習展示館、森林の館、
野鳥の森、ファミリー広場、トリムコースなどが設
備されています。 
まんのう町七箇4109-24所 

無休 休 

AM9:00～PＭ5：00時 

AM9:30～PＭ5：00時 

0877-78-3364

ほたる見公園 
香川新50景に選定されている公園で、
遊歩道が整備されており、春から夏
にかけて園内ではぼたんや菖蒲、あ
じさい等の花を散策できます。 

まんのう町吉野 所 

無休 休 

0877-73-0105

健康ふれあいの里 
広々とした敷地内には、ふれあい広場やちびっこ広場な
どの個性的な広場をはじめ、野球場やテニスコートなど
のスポーツ施設、キャンプ場、コミュニティーホールなど
が点在しています。 

まんのう町造田49-25所 

月曜日 休 

AM8:30～PM5:00時 

0877-85-2020

サン・スポーツランド仲南 
野球場1面・テニスコート3面を備えた本格的な
施設。野球場はセンター120m・ホームスタンド・
ダッグアウト、本部席を備えた本格派。ともにナイ
ター設備があり、午後10時まで使用できます。 

まんのう町帆山744番地18所 

無休 休 

AM9:00～PM10:00時 

0877-77-2892

ことなみ土器どき広場 
約4haの芝生広場。こどもたちが思いっきり走ったり、
水遊びができる県下でも数少ないスポット。家族連れ
やこども会の行事に、またキャンプやバーベキューなど、
アウトドア派に大人気。 
まんのう町造田 所 

無休 休 

0877-85-2111

いきいき館 
いきいき館は木工教室を基本にした体験教室で、木工作業
に必要な機械を完備しています。（要予約） 

まんのう町川東1553番地 所 

月曜日、火曜日、年末年始 休 

AM8:00～PM5:00時 

0877-84-2533

国営讃岐まんのう公園 
四国で唯一の国営公園。季節ごとに、スイセン・チューリッ
プ・コスモスなど四国最大級の規模を誇る花々が楽しめ
ます。週末には、工作や自然に触れ合う体験教室も開催
されます。また滞在型リゾートとして人気のオートキャン
プ場もあります。 

まんのう町吉野4243-12所 

火曜日、12月29日～1月1日、1月の第4水曜～金曜日の3日間 休 

0877-79-1700

0877-79-1717

塩入ふれあいロッジ 
塩入温泉に隣接した本格的ロッジ。家族・子供会・合宿など、人数に
応じた一棟貸。自然の中で非日常を満喫できます。 

まんのう町塩入718番地140所 

無休 休 

宿泊/PM4：00～AM10：00 
休憩/AM11：00～PM3:00

時 

0877-78-3837
4月1日～11月30日 期 

PM12:00～AM11:00時 

大川山キャンプ場 
標高1042.9mの讃岐山脈第二の高峰大川山は、
讃岐平野から眺めた山容が極めて美しく、讃岐
第一の名山といわれています。 

まんのう町中通1156-163所 

0877-84-2165
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（季節により変動します。） 

（但しキャンプ場は別途） 

http://www.mannoukouen.go.jp/ホームページ 

〈ホッ！とステイまんのう〉 （オートキャンプ場） 

ただし、下記の期間は無休です。 
3月20日～5月31日　 7月20日～8月31日 
9月11日～10月31日 

1 2

3

AM9:00～PＭ6：00時 

まんのう町吉野4314番地1所 

休 年末年始 

0877-79-1250

 

（季節により変更することがあります。） 

かりんの丘公園 
休息・観賞・運動を目的とした総合公園として
子供からお年寄りまで誰もがご利用頂けます。 
■有料施設 
　少年野球場、多目的グランド、トライアルランド 
■無料施設 
　ゲートボール場・キャッチボール広場、芝生広場、
　アスレチック広場、展望台 
少年野球場、多目的グランド、トライアルランド、ゲ
ートボール場・キャッチボール広場については、事
前に使用申込予約が必要です。 



遊び・体験スポット 
五感で満喫 

二宮忠八飛行館 
国道32号線沿い樅の木峠にあり、二宮忠
八翁の子供時代の好奇心や視点、また、夢
を実現するための努力等をテーマにした
展示や実際に考案したからす型飛行器、玉
虫型飛行器の模型を展示しています。 

まんのう町追上358-1所 

水・木曜日、12月31日～1月6日 休 

AM10:00～PM3:00時 

0877-75-2000

かりん会館 
幅広い世代が生涯を通じて研修や学習が
できるようにと建てられ、研修や各種催し
物の開催、休憩所として広く利用されてい
ます。テラスから見た満濃池は絶景。 

まんのう町神野168-7所 

水曜日 休 

AM9:00～PM10:00時 

0877-75-0200

塩入温泉 
財田川上流野口渓谷の清流と緑に囲まれ、四季の変化
に富んだ美しい自然環境の中にある天然温泉。この恵
まれた自然の中で温泉を通してふる里の味が満喫で
きます。 

まんのう町塩入718番地140所 

水曜日、年末年始（12月31日、1月1日） 休 

AM10:00～PM9:00時 

0877-78-3363

かりん亭 
満濃池堤防のすぐ横にあり、四季の満濃池の姿を
眺めながら、本格手打ちうどんを食べることがで
きます。特に南米原産の健康野菜「ヤーコン」を
使ったヤーコンうどんが名物です。特産のかりん
を使った製品も販売しています。 

まんのう町神野168-7所 

水曜日 休 

AM11:00～ PM2:00時 

0877-75-3335

道の駅「空の夢もみの木パーク」 
世界最初に固定翼型飛行原理を着想した二宮忠八翁をた
たえた飛行神社樅の木峠の門前に設置され、中には仲南
産直市や食堂があり、地域産物の発信拠点として賑わいを
見せています。 

まんのう町追上424-1所 

12月31日～1月6日 休 

4月～10月／AM7:00～PM6:00 
11月～3月／AM8:00～PM6:00

時 

0877-75-1994

エピアみかど（温泉） 
香川と徳島をつなぐ道の駅「ことなみ」内
にあり、ドライブ客がふらっと立ち寄ること
のできる日帰り温泉で、レストランもあり、
地域との交流の場となっています。 
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道の駅「ことなみ」 
温泉のある道の駅で香川県と徳島県
の県境に位置し、水面に浮かぶ幻想的
な石の能舞台、新鮮な素材を使ったレ
ストラン等もあります。 

まんのう町川東2355-1所 

無休 休 

AM8:00～PM7:00時 

0877-56-0015

（土日祝日はPM8:00まで） 

まんのう町川東2355-1所 

火曜日 休 

AM9：00～PM8:00時 

0877-56-0015

 



かりんは晩秋に黄色の実を付け、た
いへん良い香りがします。ぜんそく、
咳止め、疲労回復に効果があるとい
われ、その実を使ったドリンクやの
ど飴等があります。 

いちじくジャム、いち
じくドリンクは、ミネラ
ルが豊富なアルカリ
性食品で、食物繊維
ペクチンを多く含み、
胃腸の働きを助け、
便秘にも効果を発揮。
身体の酸化（活性酸素）
を抑制するポリフェノー
ルなども豊富。 

定　　番： バニラ、抹茶、マロン、黒ごまきな粉、 
ひまわり（種）、チョコレート、チョコチッ 
プ、梅肉エキス、いちごミルク 

季節限定： ひまわり（花びら）、オレンジ、つつじ、 
いちじく、そば粉、かぼちゃ、むらさき芋等 

老化防止に役立つといわれるビタミン
Eを極めて多く含む。また豊富なミネラ
ルとほとんどの必須アミノ酸が含まれ
る栄養素を多く含んだひまわり油やドレ
ッシング等があります。 

ひまわり製品 

仲南しゃっきり竹の子 
地上2m前後に伸びた竹の子の穂先部
分で、掘った竹の子よりも香りが強く、シャ
キシャキした食感が特徴。 

有限会社　清流の里（エピアみかど内） 
TEL/0877-56-0015

営業時間 

営業時間 

AM8：00～PM5：00
定 休 日 第2・4火曜日 

定 休 日 12月31日～1月6日 

〈お問い合わせ〉 

仲南産直市（道の駅「空の夢もみの木パーク」内） 
TEL/0877-75-1994 
HP：http://www.shioiri-onsen.jp/santyokuichi/index.html

AM7：00～PM6：00 
AM8：00～PM6：00

〈お問い合わせ〉 

（4月から10月） 
（11月から3月） 



毎年10月12・13日に三嶋神社の
秋祭りが行なわれ、その宵宮に行な
われる湯立の神事の際に奉納される
神楽。拝殿の前に高さ2m余の湯棚
を設けて諸神を祀り、狂言風の「市
の舞」など様々な神楽が奉納された後、
祭神と諸神宮司の順に湯につかり、
その湯は青笹の葉で参拝者にふるま
われる。 

湯立神楽（三嶋神社） 

大川念仏踊 無形民俗文化財（県指定） 

町指定無形文化財 
県指定天然記念物 

天川神社 国指定天然記念物 

中寺廃寺跡 国指定史跡 

重田家住宅主屋他五件（文化庁登録有形文化財） 

町指定有形文化財 


