「さぬきの公園めぐり」スタンプラリーの応募要領

さぬきの公園めぐり

スタンプラリー
さぁ、香川の公園を冒険だ!!

2019

4月27日（土）〜令和元年8月30日（金）

期間 平成31年
特典

抽選で記念品を贈呈

香川県造園事業協同組合は、各自治体等の指定を受け、香川県内の都市公園等の
管理を行っています。
公園利用者の皆様には、楽しく安心してご利用いただけるように、安全上の配慮や、
公園の情報を提供する等を行っています。
このスタンプラリーにより県民の皆様には、さぬき市からまんのう町までの多くの公
園で、花やみどりを満喫いただけるよう企画しましたので、以下の概要をお読みいただ
き、多数のご応募をお待ちしています。

概要および応募要領
名

称 「さぬきの公園めぐり」
スタンプラリー

開催期間

平成31年4月27日
（土）
から8月30日
（金）
まで（応募締切 9月10日まで）

実施要領

●参加者はこのスタンプラリー台紙をいずれかの公園で取得し、10か所
以上の公園を巡ってスタンプを集めていただき応募となります。
●スタンプの台紙を郵送またはご持参ください。
●締め切り後、10日以内に抽選します。
●当選者には素敵な記念品の発送をもって発表とさせていただきます。

今度の休日はこの公園へ行こう♪
園
さぬきの公

MAP

8 高松市立峰山公園

●休園日：無休 ●開園時間：8時30分〜１７時
●スタンプ場所：公園管理事務所

2 香川県総合運動公園

3 香川県瀬戸大橋記念公園

●休園日：無休 ●開園時間：９時〜１７時
●スタンプ場所：公園管理事務所

6 高松市立玉藻公園

●休園日：毎週月曜日 ●開園時間：９時〜１７時
●スタンプ場所：瀬戸大橋記念館内

●休園日：期間中無休 ●開園時間：７時〜１８時（東門）
●スタンプ場所：東門・披雲閣事務所

14 高松市立あじ竜王山公園

●休園日：毎週火曜日 ●開園時間：
（5月〜10月）7時〜19時
（11月〜4月）8時〜17時 ●スタンプ場所：駐車場西側トイレ付近

12 高松市立御山公園

●休園日：毎週火曜日 ●開園時間：９時〜21時
●スタンプ場所：プレイセンター

10 高松市立如意輪寺公園

●休園日：毎週火曜日 ●開園時間：９時〜１７時
●スタンプ場所：公園事務所

7 高松市立中央公園

11 高松市橘ノ丘総合運動公園

●休園日：期間中無休 ●開園時間：公園はオープン
●スタンプ場所：高松市役所前の公園入口横 藤棚

●休園日：月曜日 ●開園時間：9時〜１７時
●スタンプ場所：公園事務所（ログハウス）

5 香川県香東川公園

●休園日：期間中無休 ●開園時間：９時〜１７時
●スタンプ場所：公園管理事務所（円座町）

4 香川県満濃池森林公園

9 高松市立仏生山公園

●休園日：管理事務所は毎週月曜日 ●開園時間：公園は年中オープン
●スタンプ場所：公園管理事務所（使用時間9時〜21時）

●休園日：期間中無休 ●開園時間：９時〜１７時
●スタンプ場所：森林学習展示館

13 高松市立東部運動公園

●休園日：管理事務所は毎週火曜日、
トリム広場は年中オープン
●開園時間：9時〜21時 ●スタンプ場所：公園管理事務所

15 長尾総合公園

●休園日：期間中無休 ●開園時間：８時３０分〜１７時
●スタンプ場所：公園管理事務所

1 国営讃岐まんのう公園

●休園日：毎週火曜日 ●開園時間：９時３０分〜１７時
●スタンプ場所：エントランス広場案内所

楽しい公園で遊んでスタンプをGETしよう!!
お 願 い

!

●各公園の休園日、開園時間は異なります
のでよく確認してください。
●表示の開園時間はスタンプの管理上、
各公園の開園時間とは異なる場合があ
ります。
●国営讃岐まんのう公園、玉藻公園は有料
施設です。入園料等が必要です。
●1家族1枚のみの応募とさせていただき
ます。

応募者氏名
住

所

〒

電話番号
入園する順番は自由です。10個以上のスタンプがそろった方には、抽選で記念品を差し上げますので、
スタンプの
台紙を下記まで郵送またはご持参ください。

香川県造園事業協同組合

〒761-8026 香川県高松市鬼無町鬼無741番地1

TEL:087-881-0772 FAX:087-881-0773

http://www.kagawa-zouenkumiai.jp/

公園 で スタンプ を GE T してね♪
1

国営讃岐まんのう公園

2

3

香川県総合運動公園

香川県瀬戸大橋記念公園

4

香川県満濃池森林公園

5

香川県香東川公園

仲多度郡まんのう町吉野4243-12
☎0877-79-1700

高松市生島町614
☎087-881-0354

坂出市番の州緑町6-13
☎0877-45-2344

仲多度郡まんのう町七箇字三田4109-24
☎0877-78-3364

高松市円座町835
☎087-886-0779

満濃池の北東の丘陵地に広がる四国唯一の国営公園です。
広大な敷地には四国最大級の大型遊具ふわふわドームのほ
か、四国最大級５つ星のオートキャンプ場、
自然生態園など花
と緑に囲まれたスポーツレジャーの一大スポットです。

総面積30.9haの塩田跡地に野球場、
テニス場、
サッカーラ
グビー場等、相撲場のスポーツ施設と芝生広場、噴水・ウォー
ターフロントゾーン等の園地・園路が、複合する総合運動公園
です。

サッカー、
ラグビーができる本格的な天然芝グランド
（4面用
意）
やターゲットバードゴルフコース等があり、家族連れで、
グループで、学校行事等様々な目的で楽しめる公園です。

日本最大のため池、満濃池の西側に位置する森林公園で、園
内には、
自然を感じながら散策することができる遊歩道やみどり
の広場、子どもたちに人気のファミリー広場では多彩な遊具、
野鳥観察小屋、森林学習展示館などが整備されています。

香東川公園は、高松市の香東川河川敷に整備されている多
目的広場です。北は鶴市運動広場から南は成合運動広場ま
で、5つの運動広場からなり、地域のスポーツ・レジャーをはじ
め、
イベントの開催など幅広く県民の皆様に利用されています。

①国営讃岐まんのう公園

②香川県総合運動公園

③香川県瀬戸大橋記念公園

④香川県満濃池森林公園

⑤香川県香東川公園

スタンプ場所：エントランス広場案内所

スタンプ場所：公園管理事務所

スタンプ場所：瀬戸大橋記念館内

スタンプ場所：森林学習展示館

スタンプ場所：公園管理事務所（円座町）

入園日

6

月

日

入園日

7

高松市立玉藻公園

月

日

入園日

8

高松市立中央公園

月

日

入園日

9

高松市立峰山公園

月

日

入園日

10

高松市立仏生山公園

月

日

高松市立如意輪寺公園

高松市玉藻町2番1号
☎087-851-1521

高松市番町1-11-1
☎087-839-2011

高松市峰山町1838-37
☎087-834-7297

高松市仏生山甲2654-1
☎087-888-5010

生駒家、松平家の居城として栄えた高松城は
「讃州さぬきは
高松さまの城が見えます波の上」
とうたわれ、瀬戸内の海水を
引き入れた城は日本三大水城のひとつといわれています。

中央公園は高松の市街地の中心部に位置し、本市を代表す
る都市公園で、市民参加による
「緑にあふれ、季節感があり、
気軽に楽しめる公園」
を基本に整備を進め、外周を樹林でか
こみ、中央部に芝生広場
（自由広場）
を配した公園です。

峰山公園は、高松市の中心より南西約２．
５ｋｍの石清尾山
塊に位置し、北側には瀬戸内海・高松市街地が見え展望も
よくハイキングやバーベキューなどが楽しめます。はにわっ子広
場の名称で大型複合遊具が設置されています。

園内の遊歩道は散策しながら、
ゆたかな水の風景とマッチし
た四季折々の花や樹木が楽しめる憩いと癒しの空間を演出
した散歩コースにもなっております。春には桜とツツジが連続
して咲き乱れる花見の名所です。

旧国分寺町の山麓
（国分寺八幡宮東側）
に位置する如意輪
寺公園は子供からお年寄りまでゆっくりとくつろいでいただけ
る
「緑と癒し」の公園です。園内には、四季折々に楽しめる花
木類、
とりわけ８種類の桜の樹を約１３０本植栽しています。

⑥高松市立玉藻公園

⑦高松市立中央公園

⑧高松市立峰山公園

⑨高松市立仏生山公園

⑩高松市立如意輪寺公園

スタンプ場所：東門・披雲閣事務所

スタンプ場所：高松市役所前の公園入口横 藤棚

スタンプ場所：公園管理事務所

スタンプ場所：公園管理事務所

スタンプ場所：公園事務所

入園日

11

月

日

高松市橘ノ丘総合運動公園

高松市国分寺町新名2069-1
☎087-813-5045

入園日

12

月

日

入園日

13

高松市立御山公園

高松市牟礼町牟礼1355-1
☎087-845-5585

月

日

高松市立東部運動公園

高松市高松町1347番地1
☎087-843-9446

入園日

14

月

高松市国分寺町国分2530-2
☎087-875-1221

日

高松市立あじ竜王山公園

高松市庵治町４３８９番地１
☎087-844-0115

入園日

15

月

日

長尾総合公園

さぬき市長尾東2450
☎0879-52-4166

国分寺町の南部に位置し綾川町との境界に近い所にあり、一
部橘池を埋め立て南東面に続く山を造成して作られた公園で
す。南背後に高松自動車道が走り、公園は南より北へ町内の
見晴らしが良い小高い丘で開設面積9.77haの地区公園です。

多目的広場はグランドゴルフ、少年野球等で有効に使われていま
す。牟礼町のやや北部に位置し、五剣山を背にした高台を利用し
て牟礼町をほぼ一望できる公園です。バーベキュー用具も無料貸
し出しをしておりコミュニケーションの楽しい場を提供しています。

高松市高松町に整備された総合運動公園です。サッカー場
やフットサル場、野球場の他、
トリム広場もあり、
レクリエーシ
ョン・スポーツ健康づくり等の幅広い活動を行える場所です。

市民に昔から愛されてきた竜王山の自然を活かして、瀬戸の
風景を体感し、
自然とふれあい、屋外彫刻品を展示すること
で、
アートと遊べる公園として、
また、桜の記念植樹等による桜
の名所としての公園です。

緑豊かな公園には、野球場、
テニスコート
（オムニ7面）、
サッカー
も可能な多目的広場等のスポーツ施設や、
ご家族で楽しめるパ
ターゴルフやBBQ等のアクティビティ施設があります。コテージ
（7棟）
は年中無休で宿泊いただけます。

⑪高松市橘ノ丘総合運動公園

⑫高松市立御山公園

⑬高松市立東部運動公園

⑭高松市立あじ竜王山公園

⑮長尾総合公園

スタンプ場所：公園事務所（ログハウス）

スタンプ場所：プレイセンター

スタンプ場所：公園管理事務所

スタンプ場所：駐車場西側トイレ付近

スタンプ場所：公園管理事務所

入園日

月

日

入園日

月

日

入園日

月

日

入園日

月

日

入園日

月

日

