シェアスポット一覧
瓦町ぎおん温泉 ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝタイム
（高松高松市瓦町2-1-7）

1

高松市

2

高松市

3

高松市

4

高松市

5

高松市

6

高松市

7

高松市

株式会社 高松三越(高松市内町７－１)

8

高松市

香川県庁舎本館２１階展望室
(高松市番町四丁目１番１０号)

9

高松市

繁華街にある天然温泉で泉質はラドンと鉄泉。外でかいた汗を流し、
温泉入浴後は館内のリラックスルームで涼しくおくつろぎください。タオル
7月15日～9月18日
や館内着、アメティーグッズも取り揃えておりますので、手ぶらでお越し
いただけます。

087-897-3177

www.goldentime-takamatsu.com/

7月21日～8月24日

087-844-3511

http://www.t-terrsa.jp/

7月15日～9月18日

087‐821‐0210

7月15日～9月18日

087‐823‐1755

7月15日～9月18日

087-815-8585

http://www.souyuu.co.jp/kounan/

8月11日～9月18日

087-837-2110

http://akaneonsen.com/

みんながビックリするような、不思議な＂トリック写真＂を撮影しよう！ 7月15日～9月18日
会場には世界遺産や、動物など50点以上の作品が大集合。あたかも自
分が絵の中に入り込んだような、不思議な世界をご堪能ください。
＊カメラはご持参ください。

087（851）5151

http://mitsukoshi.mistore.jp/store/taka
matsu/index.html

高松テルサ
（香川県高松市屋島西町2366-1）
まいどおおきに塩屋町食堂 （高松市塩屋町
快適な食堂で、食事が楽しめます。
2‐7）
Caffe‐pasta アルボーレ塩屋町店
夏季限定の冷静パスタで暑い夏に涼しくお食事を！
（高松市塩屋町2‐8）
天然温泉香南楽湯
（高松市香南町横井997番地2）
スーパー銭湯あかね温泉
（高松市茜町28-43）
トリックアート展
会期：8/8（火）～20（日）
会場：高松三越新館5階催物会場

さぬきこどもの国
(高松市香南町由佐３２０９)

10

高松市

高松市生涯学習センター
(高松市片原町１１番地１)

11

高松市

フジ楠上店
(高松市楠上町二丁目３番１５号)

12

高松市

フジグラン十川
(高松市十川東町５５番地1)

7月15日～9月18日
わくわく児童館ではプラネタリウムを観覧したり、美術・科学・音楽・コン
ピュータの各工房で、オリジナリティあふれる多彩な遊びのプログラムを
体験することができ、工作を作りながら、涼しいときが過ごせます。
また、高松空港を一望できるkuniカフェではソフトクリームやかき氷をご
用意しています。離発着する飛行機を眺めながら、ご家族連れで、涼し 7月15日～9月18日
いひとときをお過ごしいただけます。
なお、夏休み期間中(７／３１～８／３１)の開園時間は、９：００～１８：０
０で、無休です。
当センターでは、子どもから高齢者までの幅広い年齢層を対象とした
生涯学習に役立つ様々な講座を実施しているほか、市民の皆様の生涯
学習と交流の場を提供するために、研修室や多目的ホールなど、用途
に応じた施設の貸出を行っております。
また、休憩等で、どなたでも御利用いただける交流スペースやビデオ・
ライブラリーを備えております。
7月15日～9月18日
さらに、今年度は開館から１５周年の節目に当たる年となるため、１５
周年記念事業を現在計画しております。
場所は、琴電片原町駅下車、徒歩１分、片原町東部商店街内にある
施設です。皆様方の御来館を心よりお待ちしております。
涼しい環境の中でゆっくりとお買物・ご休憩ができるように店内に休憩ス
ペースをご用意しています。涼しい環境の中でゆっくりとお買物・ご休憩 7月15日～8月31日
ができるように店内に休憩スペースを拡張してご用意しています。
涼しい環境の中でゆっくりとお買物・ご休憩ができるように店内に休憩ス
ペースをご用意しています。店頭にグリーンカーテンを設置し、涼しい環 7月15日～8月31日
境をご用意します。

087－832-3075

087－879-0500 http://www.sanuki.or.jp/

087－811-6222

http://www.city.takamatsu.kagawa.jp/2
454.html

087-887-8111 http://www.the-fuji.com/
087-848-9411

http://www.the-fuji.com/
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高松市
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高松市

15

高松市

16

高松市

17

高松市
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高松市

19

高松市

20

高松市

21

高松市

22

高松市

23

高松市

24

高松市

25

高松市

26

高松市

27

高松市

28

高松市

香川県立文書館(高松市林町２２１７－１９)
平成29年7月～9月の3か月間、毎週金曜日（8月11日の祝日を除く）の
香川県立図書館
開館時間を午後8時までに延長します。クールシェアスポットとして、ご利
（高松市林町２２１７－１９）
用ください。
閲覧室には貸出用うちわも準備しています。
マルカフェ等、涼しいコーヒーは如何ですか?
株式会社マルナカ 香西店
マルナカ店舗は県内に数多くありますがクールシェアスポットとして登録
（高松市香西本町１番１７６）
している店舗をご確認願います。
マルカフェ等、涼しいコーヒーは如何ですか?
マルナカ 新田店
マルナカ店舗は県内に数多くありますがクールシェアスポットとして登録
（ 高松市新田町甲６８０－１）
している店舗をご確認願います。
マルカフェ等、涼しいコーヒーは如何ですか?
マルナカ サンポート店
マルナカ店舗は県内に数多くありますがクールシェアスポットとして登録
（高松市浜ノ町２５６）
している店舗をご確認願います。
マルカフェ等、涼しいコーヒーは如何ですか?
マルナカ 林店
マルナカ店舗は県内に数多くありますがクールシェアスポットとして登録
（ 高松市林町字浴２０００－５）
している店舗をご確認願います。
マルカフェ等、涼しいコーヒーは如何ですか?
マルナカ 国分寺店
マルナカ店舗は県内に数多くありますがクールシェアスポットとして登録
（高松市国分寺町新居１０８０－１）
している店舗をご確認願います。
マルカフェ等、涼しいコーヒーは如何ですか?
マルナカ マール牟礼店
マルナカ店舗は県内に数多くありますがクールシェアスポットとして登録
（ 高松市牟礼町牟礼２０８４－１０）
している店舗をご確認願います。
マルカフェ等、涼しいコーヒーは如何ですか?
パワーシティ屋島 B棟
マルナカ店舗は県内に数多くありますがクールシェアスポットとして登録
（高松市屋島西町字百石１９０７－１）
している店舗をご確認願います。
マルカフェ等、涼しいコーヒーは如何ですか?
マルナカ 宮脇店
マルナカ店舗は県内に数多くありますがクールシェアスポットとして登録
（高松市宮脇町１丁目４－５）
している店舗をご確認願います。
マルカフェ等、涼しいコーヒーは如何ですか?
マルナカ 栗林南店
マルナカ店舗は県内に数多くありますがクールシェアスポットとして登録
（高松市西ハゼ町字清水１８）
している店舗をご確認願います。
マルカフェ等、涼しいコーヒーは如何ですか?
パワーシティ レインボー店（ 高松市多肥下
マルナカ店舗は県内に数多くありますがクールシェアスポットとして登録
町１５５２番地１７）
している店舗をご確認願います。
マルカフェ等、涼しいコーヒーは如何ですか?
マルナカ 水田店
マルナカ店舗は県内に数多くありますがクールシェアスポットとして登録
（ 高松市東山崎町３８４－１）
している店舗をご確認願います。
マルカフェ等、涼しいコーヒーは如何ですか?
マルナカ 仏生山店
マルナカ店舗は県内に数多くありますがクールシェアスポットとして登録
（ 高松市仏生山町甲４１５－４）
している店舗をご確認願います。
マルカフェ等、涼しいコーヒーは如何ですか?
マルナカ 通町店
マルナカ店舗は県内に数多くありますがクールシェアスポットとして登録
（ 高松市通町5－3）
している店舗をご確認願います。
マルカフェ等、涼しいコーヒーは如何ですか?
マルナカ 木太店
マルナカ店舗は県内に数多くありますがクールシェアスポットとして登録
（ 高松市木太町2区1682－1）
している店舗をご確認願います。

7月15日～9月18日

087－868-7171 http://www.pref.kagawa.jp/bunshokan/

7月15日～9月18日

087－868-0567 http://www.library.pref.kagawa.lg.jp

7月15日～9月18日

087－870-5233 http://www.marunaka.net

7月15日～9月18日

087－818-0311 http://www.marunaka.net

7月15日～9月18日

087－811-7001 http://www.marunaka.net

7月15日～9月18日

087－815-1681 http://www.marunaka.net

7月15日～9月18日

087－875-9121 http://www.marunaka.net

7月15日～9月18日

087－845-2225 http://www.marunaka.net

7月15日～9月18日

087－843-7726 http://www.marunaka.net

7月15日～9月18日

087－835-3490 http://www.marunaka.net

7月15日～9月18日

087－868-3033 http://www.marunaka.net

7月15日～9月18日

087－815-0010 http://www.marunaka.net

7月15日～9月18日

087－847-8965 http://www.marunaka.net

7月15日～9月18日

087－889-5471 http://www.marunaka.net

7月15日～9月18日

087‐822‐7498 http://www.marunaka.net

7月15日～9月18日

087‐834‐2580 http://www.marunaka.net

高松市

香川県社会福祉総合センター
（高松市番町１－１０－３５）

30

高松市

市民交流プラザIKODE瓦町
（高松市常磐町1丁目3番地1 瓦町FLAG
（瓦町ビル）8階）

31

高松市

高松市石の民俗資料館
（高松市牟礼町1810）

29

32

高松市

33

高松市

34

高松市
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高松市
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高松市
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高松市

・福祉ﾗｲﾌﾞﾗﾘｰ開館時間（月～金 10時～18時）
休館日（土･日･祝日、12月29日～1月3日及び資料整理日）
福祉関係や一般図書、DVDの閲覧や貸出を行っています。
福祉用具展示場開館時間（毎日9時～17時）
・有料で会議室の貸出も実施しています。
(貸室受付時間平日９時～１７時)

7月15日～9月18日

市民交流プラザIKODE瓦町は、「高松市の行政窓口」「ライトフィットネ
ス」「会議室」「多目的スタジオ」「練習スタジオ」「ギャラリー」「ボランティ
ア団体などの活動基地」「図書館」など、多様な市民サービズ機能や、自 7月15日～9月18日
由に休憩等ができる椅子、テーブルや子どもコーナーも備えており、気
軽に利用できる施設です。
・7月22日～9月3日
企画展「恐竜！幻獣！いきものフィギュア展～竹内しんぜん 生物造形
の世界～」を開催します。高松市在住の造形家・竹内しんぜん氏によっ
て造りだされた恐竜や幻想生物のフィギュアを展示します。
・8月12日午後1時から午後2時
竹内しんぜん氏によるフィギュア造形の作業実演を行います。フィギュア
製作の秘密に迫ろう！

戦争の悲惨さと平和の尊さを改めて認識していただくため、高松空襲
高松市平和記念館
に関する被災写真やパネル、絵画、当時の生活用品などの展示、戦争
(高松市松島町一丁目１５番１号 たかまつ などに関するビデオやＤＶＤの貸出しなどを行っている施設です。ご家族
ミライエ５階)
連れで、涼しいひとときをお過ごしいただけます。
皆様方の御来館を心よりお待ちしております。
情報通信交流館（e-とぴあ・かがわ）
飲食可能な休憩スペースを常時開放！（貸切予約が無い場合のみ）
（高松市サンポート2-1高松シンボルタワー
IT学習に利用できる書籍やIT機器も無料でご利用いただけます。
タワー棟４・５階）
乳幼児と保護者が一緒に遊んだり、交流できる「みんなのひろば」、小
学二年生までの子どもが保護者と利用できる遊び場「プレイルーム」が
高松市こども未来館（たかまつミライエ）
あります。夏休み期間中（7月21日～8月24日）は、毎日プラネタリウムも
（高松市松島町一丁目15番1号）
観覧可能。ほかにも児童向け図書館が充実した夢みらい図書館や、平
和記念館、科学展示室、昆虫標本展示室など見どころ盛りだくさんで
す。
高松市総合福祉会館は、福祉施設の拠点として、また、社会福祉事業
高松市総合福祉会館
を推進して、市民福祉の増進に貢献する施設として、身体障がい者及び
（高松市観光通二丁目8番20号）
高齢者の方を対象に、各種相談や生活指導のほか会議室の貸館など
を実施する福祉施設です。
・披雲閣庭園ミストシャワー（7月22日から8月31日）予定
・披雲閣庭園ミストシャワー＆ライトアップ（8月1日～8月27日、13日は休
史跡高松城跡 玉藻公園
み）
（高松市玉藻町2－1）
・高松樹映画上映会（8月19日）桜の馬場
・真夏の夜のお城美術館（8月12日～19日）披雲閣
～暑い夏～
生パスタ工房アルボーレ太田店
美味しい料理と心良いサービズをモットーとしております。種類豊富なイ
（高松市太田下町3003-2）
タリアン料理、夏限定のスタミナ料理、ソフトクリームはお子様にも人
気！

087－835-3334
（代表） 087－
835ー3201（福
祉ﾗｲﾌﾞﾗﾘｰ）
http://www.kagawa-swc.or.jp/home/
087－835-3534
（福祉用具展示
場）

087-863-2888

http://www.city.takamatsu.kagawa.jp/2
5563.html

7月15日～9月18日

087-845-8484

http://www.city.takamatsu.kagawa.jp/2
3508.html

7月15日～9月18日

087‐833-2211

http://www.city.takamatsu.kagawa.jp/1
8976.html

7月15日～8月13日の
087-822-0111
毎週土日祝

https://www.e-topia-kagawa.jp

7月15日～9月18日

087－839-2571

7月15日～9月18日

087－831-6633

http://www.city.takamatsu.kagawa.jp/3
8.html

7月22日～8月31日

087－851－
1521

http://www.takamatsujyo.com/

7月15日～9月18日

087-867-3130

38

高松市

コープかがわ屋島店
（高松市屋島西町2484‐11）

利用者にとって居心地の良い雰囲気のお店を目指しています。是非、お
8月1日～9月18日
立ち寄りください。

087-843-5959

http://www.kagawa.coop.or.jp

39

高松市

コープかがわ一宮店
（高松市一宮町字長塚341）

利用者にとって居心地の良い雰囲気のお店を目指しています。是非、お
8月1日～9月18日
立ち寄りください。

087-885-2110

http://www.kagawa.coop.or.jp

40

高松市

コープかがわ太田店
（高松市伏石町2053‐5）

利用者にとって居心地の良い雰囲気のお店を目指しています。是非、お
8月1日～9月18日
立ち寄りください。

087-865-1500

http://www.kagawa.coop.or.jp

41

高松市

コープかがわ香西店
（高松市香西本町96‐1）

利用者にとって居心地の良い雰囲気のお店を目指しています。是非、お
8月1日～9月18日
立ち寄りください。

087－882-7333 http://www.kagawa.coop.or.jp

42

高松市

コープかがわ栗林店
（高松市藤塚町3丁目17－8）

利用者にとって居心地の良い雰囲気のお店を目指しています。是非、お
8月1日～9月18日
立ち寄りください。

087-862-6500

http://www.kagawa.coop.or.jp
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高松市

コープかがわ牟礼店
（高松市牟礼町牟礼994番）

利用者にとって居心地の良い雰囲気のお店を目指しています。是非、お
8月1日～9月18日
立ち寄りください。

087-845-1600

http://www.kagawa.coop.or.jp

44

高松市

コープかがわ扇町店
（高松市扇町2丁目360番2）

利用者にとって居心地の良い雰囲気のお店を目指しています。是非、お
8月1日～9月18日
立ち寄りください。

087-821-5050

http://www.kagawa.coop.or.jp

香川国際交流会館（アイパル香川）
(高松市番町１－１１－６３)

館内フロアでは、外国の新聞や雑誌などを多数取り揃え、自由に閲覧
することができます。また、地下1階のライブラリーでは、外国語図書の
貸し出しを行っており、ＡＶブースや聴覚スペースでは外国語教材のＣＤ
8月1日～9月18日
や外国映画のＤＶＤの視聴もできるようになっています。
この夏に、アイパル香川で外国語や外国の文化に触れ合いません
か。

087-837-5908

http://www.i-pal.or.jp/

087-822-0002

http://www.pref.kagawa.lg.jp/kmuseum/
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高松市

７月１５日～２３日
第８２回香川県美術展覧会（日本画・工芸・写真）
46

高松市

県立ミュージアム
（高松市玉藻町5-5）

８月５日～９月３日
かがわ生命のミュージアム～感じて！進化の歴史とふしぎ～
期間中の金曜日は、19：30まで開館します。

7月15日～9月18日

47

高松市

瓦町FLAG
（香川県高松市常磐町1丁目3番地1号）

ことでん「瓦町駅」直結の商業ビルです。
食品スーパーや衣料品、雑貨、などの専門店や、ネイルや美容室、
写真スタジオまで、ご家族で1日楽しめます！！

7月15日～9月18日

087‐812‐7000

http://www.k-flag.jp/

48

高松市

ケーズデンキ高松春日店
（高松市春日町１５１番地１）

新製品が安いケーズデンキです。店内にはベンチもご用意しております
7月15日～9月18日
ので、ごゆっくりお買い物をお楽しみください。

087-844-8833

http://www.ksdenki.com/shop/s/s0173
172/

49

高松市

ケーズデンキ高松本店
（高松市多肥上町１２１０）

新製品が安いケーズデンキです。店内にはベンチもご用意しております
7月15日～9月18日
ので、ごゆっくりお買い物をお楽しみください。

087-888-7711

http://www.ksdenki.com/shop/s/s0173
097/

50

高松市

ケーズデンキ郷東店
（高松市郷東町４５７）

新製品が安いケーズデンキです。店内にはベンチもご用意しております
7月15日～9月18日
ので、ごゆっくりお買い物をお楽しみください。

087-882-7755

http://www.ksdenki.com/shop/s/s0173
193/

51

高松市

高松市香南歴史民俗郷土館
（高松市香南町由佐253番地1）

・7月16日～8月27日には企画展「宇宙へ飛び立て！！プラモ展」を開催
いたしますので、ご家族お誘いあわせの上、ぜひご来館ください。
7月15日～9月18日
・常時ダンボールキットを多数取り揃えておりますので、子供さんと一緒
に組み立ててみてはどうですか。

087‐879－0717

http://www.city.takamatsu.kagawa.jp/2
3509.html

52

丸亀市

丸亀市東小川児童センター
（丸亀市飯山町東小川1260）

53

丸亀市

フジグラン丸亀
(丸亀市川西町南１２８０番地１)

・7月22日（土）：夏祭り
・7月27日（木）：子育て講演会
・8月⒓日（土）：全国巡回 人形劇
7月15日～9月18日
・8月20日（日）：香川大学 人形劇
・8月27日（日）：香川高専詫間キャンパス 科学遊び
涼しい環境の中でゆっくりとお買物・ご休憩ができるように店内に休憩
スペースをご用意しています。イートインコーナーにて、①扇風機の設
7月15日～9月18日
置、②椅子にいぐさの座布団をご用意、③風鈴等涼を感じられる演出を
します。

0877-56-8778

(0877)57-2411

http://www.the-fuji.com/

54

丸亀市

マルナカ 栗熊店
（丸亀市綾歌町栗熊字下河西４５）

55

丸亀市

パワーシティ丸亀
（丸亀市新浜町１丁目８０３－２）

56

丸亀市

NEWレオマワールド
（丸亀市綾歌町栗熊西40-1）

57

丸亀市

レオマ光ワールド（レオマリゾート）
（丸亀市綾歌町栗熊西40-1）

マルカフェ等、涼しいコーヒーは如何ですか?
マルナカ店舗は県内に数多くありますがクールシェアスポットとして登録 7月15日～9月18日
している店舗をご確認願います。
マルカフェ等、涼しいコーヒーは如何ですか?
マルナカ店舗は県内に数多くありますがクールシェアスポットとして登録 7月15日～9月18日
している店舗をご確認願います。
全22種のアトラクションやエンターテイメントショーが楽しめる、中四国
最大級のテーマパーク。
今年の冒険の夏レオマは、一日では遊びきれない楽しさいっぱい！
超話題！大迫力×爽快感×疾走感の新感覚バーチャルアトラクション
『VR world（ワールド）』が7/21に誕生！ブランコ型ライドに乗って空中体
験「アーバンコースター」や、360°から迫る敵を倒せるか！？「BLAST
×BLAST（ブラスト×ブラスト）」などを体験しよう！
7月15日～9月18日
また、今年は20トンの大爆水で帰ってくる「バブル&ウォーターバトル」
も必見！ずぶ濡れ覚悟で海賊たちと戦おう！！（～8/31）
他にも、光るボールプールで恐竜退治「恐竜バトル～ファンタジーワー
ルド～」や、カピバラ家族に癒される「カピバラプール」、ホラーハウスな
ど夏におすすめのアトラクションが目白押し！
園内には２カ所の冷房完備の休憩所や、各所に涼しいミストのスポット
等があり、自由にご利用いただけます。
全国約4500人の夜景鑑定士が選んだ、第4回イルミネーションアワード
で2部門でW受賞した中四国最大200万球イルミネーションレオマ光ワー
ルド。

0877―86－4343 http://www.marunaka.net
0877－24－5599 http://www.marunaka.net

0877‐86‐1071

http://www.newreomaworld.com/

7月15日～9月18日

0877-86-1071

http://www.newreomaworld.com/ligh
t/

ご入園は、17時以降入園でお得な「光限定チケット」がおすすめ。
中四国最大級リゾートプール“レオマウォーターランド”が今年も9/18ま
でオープン！
今年は、四国初上陸！全長60ｍの「超長～いふわふわロングスライ
ダー」が誕生！小さなお子様から大人まで楽しめるロングスライダーで
60ｍを疾走しよう！
7月15日～9月18日
その他、全長260ｍの流水プールや波のプール、水上アスレチックが
楽しめる冒険プール、水深15㎝のキッズプールやお子様を見守りながら
リラックスできるプールジャグジーなど3世代で楽しめる新感覚プールで
ひんやり夏を過ごそう！

0877-86-1071

http://www.newreomaworld.com/pool/

最新の光テクノロジーを使って再現したオーロラのスペクタクルショー
『奇跡のオーロラショー』や、西日本初360°3Dプロジェクションマッピン
グ“レジェンドパレス”を含む２大３Dプロジェクションマッピング、仮面舞
踏会、光のパレードなどの光のイベントも見逃せない！
さらに8/11～15には5日連続で『花火ファンタジア』を開催♪
光の中をゆっくりと進む大観覧車や遊覧船など“絶ビュー5大ライドアトラ
クション”や、写真を撮るのにおススメの絶景スポット“スゴビュー7大ス
ポット”なども楽しんで！

58

丸亀市

レオマウォーターランド（レオマリゾート）
（丸亀市綾歌町栗熊西40-1）

59

丸亀市

オリエンタルトリップ（レオマリゾート）
（丸亀市綾歌町栗熊西40-1）

60

丸亀市

ホテルレオマの森
（丸亀市綾歌町栗熊西40-1）

レオマリゾートのパワースポット、亜細亜の遺跡を忠実に再現したエリ
ア“オリエンタルトリップ”。
アンコール王朝最盛期の栄華を物語る本格的な寺院を再現した“プラ
サット・ヒン・アルン”、幸せの国ブータンの僧院を再現した“タシチョ・ゾ
ン”など、パスポートのいらない海外旅行が味わえる散策エリア。
ハイビスカスとマリーゴールドの「トロピカルロード（～9/3）」や、一面ピ 7月15日～9月18日
ンクの花々と亜細亜の復元遺跡の絶景が広がる「ピンクのフラワーラッ
シュフェスティバル（～9/3）」などの花々も楽しむことができる。
また夜には、西日本初360°3Dプロジェクションマッピング“レジェンド
パレス”や、自由研究にぴったりの“天然プラネタリウム～星空勉強会
～”（～8/31までの晴れの日限定）などの光のイベントも見逃せない！
ファミリーや３世代での夏のご旅行は『ホテルレオマの森』がおすす
め！
プールとパーク、花光ワールドが２日間遊び放題！お得なプラン『サ
マーリゾート宿泊プラン』ご予約受付中。
もちろん、豪華ディナーバイキング、天然温泉付き、ホテル屋内リゾー
トプール付き♪
7月15日～9月18日
森に囲まれた自然の情緒あふれる露天風呂や多様な種類のお風呂
が自慢の天然温泉“森の湯”や、ライブキッチンでシェフが目の前でおつ
くりする出来たて料理が食べ放題の“ホテルバイキング”などはもちろん
日帰り利用も大歓迎！
マルカフェ等、涼しいコーヒーは如何ですか?
マルナカ店舗は県内に数多くありますがクールシェアスポットとして登録 7月15日～9月18日
している店舗をご確認願います。
マルカフェ等、涼しいコーヒーは如何ですか?
マルナカ店舗は県内に数多くありますがクールシェアスポットとして登録 7月15日～9月18日
している店舗をご確認願います。

0877-86-1071

http://www.newreomaworld.com/orient
al/

0877-86-1071

http://reomanomori.ooedoonsen.jp/
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丸亀市

マルナカ土器店
（丸亀市土器町東四丁目788番地）

62

丸亀市

マルナカ郡家店
（丸亀市川西町北字宮西674）

63

丸亀市

ゆめタウン丸亀
（丸亀市新田町150）

64

丸亀市

コープかがわ郡家店
（丸亀市郡家町字原3124‐1）

利用者にとって居心地の良い雰囲気のお店を目指しています。是非、お
8月1日～9月18日
立ち寄りください。

0877-24-7770

http://www.kagawa.coop.or.jp

65

丸亀市

コープかがわ飯山店
（丸亀市飯山町川原869）

利用者にとって居心地の良い雰囲気のお店を目指しています。是非、お
8月1日～9月18日
立ち寄りください。

0877-98-7611

http://www.kagawa.coop.or.jp

66

丸亀市

67

坂出市

ケーズデンキ丸亀店
（丸亀市原田町１９００番地）
イオン坂出店
（坂出市京町丁目４－１８）

新製品が安いケーズデンキです。店内にはベンチもご用意しております
7月15日～9月18日
ので、ごゆっくりお買い物をお楽しみください。
・各フロアに休憩用いすを設置しています。
7月15日～9月18日
・食品フロアにはイートインコーナーを設けています。
「第１期テーマ作品展」
期 間：７月２３日（日）まで

8月1日～9月18日

0877‐25‐3053 http://www.marunaka.net
0877‐58‐2111 http://www.marunaka.net
0877-21-0123

http://www.ksdenki.com/shop/s/s0173
219/
http://shop.aeon.jp/store/01/0142650
0877‐83－6224(総務)
/
0877-58-1122

「第２期テーマ作品展」
期 間：７月２６日（水）から１０月１日（日）まで
68

坂出市

東山魁夷せとうち美術館
(坂出市沙弥島字南通２２４－１３)

開館時間：９時～１７時（入館は１６時３０分まで）
休 館 日：９月４日（月）、９月１１日（月）、
９月１９日（火）、９月２５日（月）
入 館 料：一般（大学生を含む） ３００円
２０名以上の団体料金 ２４０円
※６５歳以上又は高校生以下の場合は無料

7月15日～9月18日

0877-44-1333

http://www.pref.kagawa.jp/higashiyama/

69

坂出市

70

坂出市

毎日知らず知らずのうちに、私たちの食卓に上る塩。私たちの生活に
塩は欠かせません。その塩づくりの過程は時代ごとに変化してきたこと
をご存じでしょうか？先人たちは知恵と工夫と努力により塩づくりの効率
化を図ってきました。
なかでも香川は全国有数の塩の産地であり、全国の塩の３分の１を生
産していたと言われています。塩づくりはまさに讃岐の発展を支えてきた
坂出市 塩業資料館(坂出市大屋冨町１７７
と言えるでしょう。
7月15日～9月18日
７番地１２)
坂出市塩業資料館内は三つのゾーンに分かれており、実際に塩田で
使用されていた道具を多数見ることができます。讃岐の塩づくりの歴史
や製塩技術の発達過程、そして、現代の食以外での塩の利用など、思
わず「そうだったのか！」と言ってしまうような発見がたくさんあります。
熱中症対策に、塩業資料館で配布するポケットソルトを舐めながら、暑
い夏を乗り切りましょう。
夏休みはご家族そろって図書館をご利用ください。
開館時間 平日
午前9時から午後6時
坂出市立大橋記念図書館(坂出市寿町一丁目3番10号)
土日祝日 午前9時から午後5時
休館日 月曜日，月末

71

坂出市

瀬戸大橋記念館
（坂出市番の州緑町6番地13）

72

坂出市

マルナカ坂出店
（坂出市江尻町北新開1166‐1）

73

坂出市

コープかがわ坂出店
（坂出市富士見町1丁目1192‐1）

74

善通寺市 善通寺市立図書館
（善通寺市文京町三丁目3‐1）

75

善通寺市

パワーシティ善通寺
（善通寺市与北町字下西原３２９０－１）

76

善通寺市

善通寺市民プール
（善通寺市金蔵寺町398番地の6）

77

観音寺市

78

観音寺市立中央図書館
（観音寺市坂本町1丁目1番1号）
観音寺市立大野原図書館
観音寺市
（観音寺市大野原町大野原1368‐1）

7月15日～9月18日

○瀬戸大橋記念館内の展望談話室は、本州と四国を結ぶ瀬戸大橋と
多島美を誇る瀬戸内海を一望できる館内随一のビューポイントです。こ
の展望談話室では、土・日・祝日に香川大学の学生によるHashicafe（う
ち二日間は坂出第一高校食物科の生徒による高校生レストラン）が営
業されており、夏のおでかけ先として利用者が暑さをしのぎ、豊かな時 7月22日～8月27日
間を過ごす事ができる施設です。なお、クールシェア実施期間中は
Hashicafe営業日の来館者に受付にて飲物の割引券（50円引き/杯）を
配布いたします。是非、涼を求めて瀬戸大橋記念館へお出かけくださ
い。
マルカフェ等、涼しいコーヒーは如何ですか?
マルナカ店舗は県内に数多くありますがクールシェアスポットとして登録 7月15日～9月18日
している店舗をご確認願います。
利用者にとって居心地の良い雰囲気のお店を目指しています。是非、お
8月1日～9月18日
立ち寄りください。
・開館時間9時～18時（※休館日7／31・8／31）
・おはなし会7／15（土曜日）
・「図書館を使った調べる学習コンクール入賞作品展」7／22（土曜日）～
8／10（木曜日）
7月15日～9月18日
・夏休み親子工作教室7／30（日曜日）
・夏休み期間の7／22（土曜日）～8／24（木曜日）は、学習室を設置。
（※8／10・8／21）を除く。
マルカフェ等、涼しいコーヒーは如何ですか?
マルナカ店舗は県内に数多くありますがクールシェアスポットとして登録 7月15日～9月18日
している店舗をご確認願います。
7月15日～8月31日

(0877)47-4040 https://www.city.sakaide.lg.jp/soshiki/b
unkashinkou/engyou.html

0877-45-6677

http://www.city.sakaide.lg.jp/site/toshokan-top/

0877-45-2344

htpp://setoohhashi/.com/

0877‐45‐0050 http://www.marunaka.net

0877-45-6100

http://www.kagawa.coop.or.jp

0877‐63‐5188

http://toshocity.zentsuji.kagawa.jp/

0877―64－0181 http://www.marunaka.net
0877-63-3555 http://www.city.zentsuji.kagawa.jp

涼しい図書館で、ゆっくり読書をたのしみませんか。

7月15日～9月18日

0875-23-3960

ゴーヤなどによる「緑のカーテン」実施しています。

7月15日～9月18日

0875-54‐5715

https://www.city.kanonji.kagawa.jp/sos
hiki/40/5548.html
https://www.city.kanonji.kagawa.jp/sos
hiki/40/5549.html
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観音寺市

マルナカ 大野原店
（観音寺市大野原町中姫1310）

80

観音寺市

マルナカ 豊浜店
（観音寺市豊浜町姫浜1158番1）

81

観音寺市

コープかがわ観音寺店
（観音寺市観音寺町茂木町2丁目1－1）

82

観音寺市

ケーズデンキ観音寺店
（観音寺市坂本町５丁目９番６０号）

83

さぬき市

フジ志度店
（さぬき市志度２４３１番地１）

84

さぬき市

マルナカ 長尾店
（さぬき市長尾西833‐1）

85

春日温泉寒川福祉センター
さぬき市
（さぬき市寒川町神前22番地）

86

さぬき市

87

マルカフェ等、涼しいコーヒーは如何ですか?
マルナカ店舗は県内に数多くありますがクールシェアスポットとして登録 7月15日～9月18日
している店舗をご確認願います。
マルカフェ等、涼しいコーヒーは如何ですか?
マルナカ店舗は県内に数多くありますがクールシェアスポットとして登録 7月15日～9月18日
している店舗をご確認願います。

0875‐54‐4357

http://www.marunaka.net

0875‐56‐3521

http://www.marunaka.net

利用者にとって居心地の良い雰囲気のお店を目指しています。是非、お
8月1日～9月18日
立ち寄りください。

0875-25-6600

http://www.kagawa.coop.or.jp

新製品が安いケーズデンキです。店内にはベンチもご用意しております
7月15日～9月18日
ので、ごゆっくりお買い物をお楽しみください。

0875-57-6611

http://www.ksdenki.com/shop/s/s0173
162/

(087)814-2211

http://www.the-fuji.com/

フジ志度店は今年の5月27日に食品館をリニューアルし、新たに
サービスカウンター前にイートインコーナーを設営いたしました。
イートインコーナーでは「ココカフェ.ｆ」のコーヒーを販売してお
7月16日～8月31日
りますので、ごゆっくりとおくつろぎくださいませ。
また、期間中あさ9時～ひる3時までにご来店いただきましたお客
様にサービスカウンターと生活館レジにて、あめ玉を1個プレゼント
マルカフェ等、涼しいコーヒーは如何ですか?
マルナカ店舗は県内に数多くありますがクールシェアスポットとして登録 7月15日～9月18日
している店舗をご確認願います。

0879‐23－6151 http://www.marunaka.net

毎週日曜日・・・ポイント2p（入浴）
毎月11日・26日（いい風呂）・・・ポイント3ｐ（入浴）
毎週土曜日・第2・第4木曜日・・・生中300円の日
毎週土曜日・・・キッズデー（大人同伴時1人につき小人２人無料）

8月1日～8月31日

0879-43-6565

http://www.sanuki-sa.jp

ツインパルながお
（さぬき市長尾名1494-1）

夏期のみ営業の屋内プールで楽しく快適な時間を過ごしましょう。
（営業期間～8月27日（日））

8月1日～9月18日

0879-52-1126

http://www.sanuki-sa.jp

さぬき市

ゆ～とぴあみろく温泉
（さぬき市大川町富田中3424番地）

入湯者はAM9:00～PM9:00まで談話室で涼みのスペース提供

7月28日～9月18日

0879-43-5200

88

さぬき市

コープかがわ志度店
（さぬき市志度2209）

利用者にとって居心地の良い雰囲気のお店を目指しています。是非、お
8月1日～9月18日
立ち寄りください。

087-894-5700

http://www.kagawa.coop.or.jp

89

さぬき市

ケーズデンキ寒川店
（さぬき市寒川町石田東甲１３７５番地）

新製品が安いケーズデンキです。店内にはベンチもご用意しております
7月15日～9月18日
ので、ごゆっくりお買い物をお楽しみください。

0879-23-2277

http://www.ksdenki.com/shop/s/s0173
154/

90 東かがわ市

東かがわ市歴史民俗資料館
(東かがわ市引田1000番地4)

91 東かがわ市

東かがわ市とらまる図書館
(東かがわ市西村1155番地)

東かがわ市の歴史や民俗を紹介する展示室だけでなく、郷土資料をそ 7月15日～9月18日
ろえた図書コーナーも併設しています。夏休みの学習に利用できます。
緑豊かな公園内にあり、図書館以外にもキャンプ場やとらまるパペットラ
7月15日～9月18日
ンドがあり、大人から子どもまで楽しめます。遊びとともにゆっくりと図書
館で読書をお楽しみください。

0879－33－2030

0879－25－0696

http://www.higashikagawa-libraryunet.ocn.ne.jp/

東かがわ市引田図書室
92 東かがわ市
(東かがわ市引田513番地1)

平成29年4月1日に東かがわ市役所引田庁舎２階にオープンした施設で
す。一般書や児童書、雑誌、絵本などの閲覧・貸出ができるほか、かが
わWi-Fiや一般利用者のパソコンが利用できます。絵本や紙芝居のお話 7月15日～9月18日
し会ができる読み聞かせコーナーもあります。
平日の利用時間は午前9時から午後6時までです。
マルカフェ等、涼しいコーヒーは如何ですか?
マルナカ店舗は県内に数多くありますがクールシェアスポットとして登録 7月15日～9月18日
している店舗をご確認願います。
マルカフェ等、涼しいコーヒーは如何ですか?
マルナカ店舗は県内に数多くありますがクールシェアスポットとして登録 7月15日～9月18日
している店舗をご確認願います。

0879－33－5551

93 東かがわ市

マルナカ 三本松店
（東かがわ市三本松１７１２－１）

94 東かがわ市

マルナカ 白鳥店
（東かがわ市白鳥144‐1）

95 東かがわ市

翼山温泉
（東かがわ市引田991‐16）

・8月1日～9月18日 生ビールフェア開催
通常価格400円→300円にて
・無料休憩室完備

8月1日～9月18日

0879-33-2532

96 東かがわ市

白鳥温泉
（東かがわ市入野山465番地）

9月5日（火）山本舞踏演芸ショー開催
無料休憩室完備

8月1日～9月18日

0879-27-2236

97 東かがわ市

ケーズデンキ白鳥店
（東かがわ市白鳥１００番１）

新製品が安いケーズデンキです。店内にはベンチもご用意しております
7月15日～9月18日
ので、ごゆっくりお買い物をお楽しみください。

三豊市文化会館マリンウェーブ
（三豊市詫間町詫間1338‐127）
三野町保健センター内「みの元気塾」
（三豊市三野町吉津22030-1）

海が見える交流サロンで、色々な人とであうことができます。自動販売
機も完備。（火曜休館）

98

三豊市

99

三豊市

100

三豊市

三豊市豊中町図書館
（三豊市豊中町本山甲236番地）

101

三豊市

三豊市詫間町図書館
（三豊市詫間町1338番地5）

102

三豊市

103

三豊市

104

三豊市

105

三豊市

106

三豊市

107

三豊市

http://www.higashikagawa-libraryunet.ocn.ne.jp/

0879－25－9821 http://www.marunaka.net
0879－23－0211 http://www.marunaka.net

0879-24-0234

7月15日 ～ 9月18日 0875-56-5111

http://www.ksdenki.com/shop/s/s0173
192/
http://mitoyocs.jp/

毎週、月・火・金、10時～15時オープンです。楽しいイベントもあります。 7月15日 ～ 9月18日 0875-72-1872
◇夏休みのおはなし会◇
・7月26日（水曜日）10：00～ おはなし会＋マジックショー
・8月2日（水曜日）10：00～ おはなし会＋マジックショー
・8月23日（水曜日）10：00～ おはなし会＋マジックショー

水の資料館ではクールシェアしながら水について学習できます。なお８
月の第１日曜日(８月６日）に「水辺の納涼祭」を開催し、屋外でもクール
公益財団法人 かがわ水と緑の財団 香川
シェアスポットを設置して涼めるようにいたします。また夏の体験プログ
用水記念公園
ラム2017「私たちのくらしと水を学ぼう」として親子で学習できるイベント
(三豊市財田町財田中2355)
を７月２３日（日）２９日（土）、８月１１日（金・祝）、１３日(日）に開催致しま
す。
マルカフェ等、涼しいコーヒーは如何ですか?
マルナカ 山本店
マルナカ店舗は県内に数多くありますがクールシェアスポットとして登録
（三豊市山本町辻３４８）
している店舗をご確認願います。
水曜サービスデー実施（8月16日はお盆のため、中止）
たかせ天然温泉
①小学生以下入浴無料（ただし、保護者同伴）
（三豊市高瀬町上高瀬768-1）
②お食事処にて、生ビール、かき氷、フライドポテトがサービズ価格
館外にグリーンカーテンをしています。
三豊市三野町図書館
フーセンカズラやゴーヤなど花も実も楽しめるスペースで、ご家族揃って
（三豊市三野町下高瀬569番地2）
読書をお楽しみ下さい。
三豊市山本町図書館
涼しいところで楽しい時間を！
（三豊市山本町財田西154）
三豊市仁尾町図書館
（三豊市仁尾町仁尾丁296‐1）

7月15日 ～ 9月18日 0875－62－6430
7月15日 ～ 9月18日 0875－83－6828 http://library.city.mitoyo.lg.jp

7月15日 ～ 9月18日 0875-67-3760

http://www.mizupark.com

7月15日 ～ 9月18日 0875‐63－8808 http://www.marunaka.net
7月15日 ～ 9月18日 0875-73-3726

http://www.souyu.co.jp/takase/index.php

7月15日 ～ 9月18日 0875-73-3121
7月15日 ～ 9月18日 0875-63-1041
7月15日 ～ 9月18日 0875－56‐9565

http://library.city.mitoyo.lg.jp

108

三豊市

マルナカ 豊中店
（三豊市豊中町本山甲国繁944）

マルカフェ等、涼しいコーヒーは如何ですか?
マルナカ店舗は県内に数多くありますがクールシェアスポットとして登録 7月15日 ～ 9月18日 0875‐62‐5875
している店舗をご確認願います。

http://www.marunaka.net

109

三豊市

ケーズデンキ高瀬店
（三豊市高瀬町下勝間１６４０番地）

新製品が安いケーズデンキです。店内にはベンチもご用意しております
7月15日～9月18日
ので、ごゆっくりお買い物をお楽しみください。

http://www.ksdenki.com/shop/s/s0173
199/

110

土庄町

オリーブ温泉
（小豆郡土庄町半の池甲1360-10）

111

土庄町

マルナカ 新土庄店
（小豆郡土庄町字半の池甲1360‐10）

112

土庄町

ケーズデンキ土庄店
（小豆郡土庄町渕崎甲２０２８－１）

小豆島町立図書館（小豆島町町民学習セ
113 小豆島町 ンター）
(小豆郡小豆島町安田甲24-1)
直島町

0875-56-2555

マルカフェ等、涼しいコーヒーは如何ですか?
マルナカ店舗は県内に数多くありますがクールシェアスポットとして登録 7月15日 ～ 9月18日 0879‐61－1136 http://www.marunaka.net
している店舗をご確認願います。
マルカフェ等、涼しいコーヒーは如何ですか?
マルナカ店舗は県内に数多くありますがクールシェアスポットとして登録 7月15日 ～ 9月18日 0879‐61－1165 http://www.marunaka.net
している店舗をご確認願います。
新製品が安いケーズデンキです。店内にはベンチもご用意しております
7月15日～9月18日
ので、ごゆっくりお買い物をお楽しみください。
館内のソファで涼みながら読書をしたり、勉強ができます。

0879-62-7755

http://www.ksdenki.com/shop/s/s0173
207/

7月15日 ～ 9月18日 0879-82-0291

三木町文化交流プラザ1Fにある図書館です。町外の方もご利用いただ
けます。休館日：月曜日（祝日の場合は翌日）、7/27（木曜日）、8/31(木
曜日)、開館時間：9：30～18：30です。8/12（土曜日）14:00～14:30どんぐ 7月15日 ～ 9月18日 087－898－9222 http://miki-plaza.jp
りクラブのおはなし会、8/18（金曜日）11:00～11:20 0,1,2才のおはなし
会を行います。
◎館内店舗にてアイスコーヒー・ソフトクリームなどひんやり商品を取り
揃えております。館内休憩所でごゆっくりおくつろぎください。
7月15日 ～ 9月18日 087-898-7000 http://www.chuokai-kagawa.or.jp/~bellcity/

114

三木町

三木町文化交流プラザ メタライブラリー
（木田郡三木町鹿伏360番地）

115

三木町

ベルシティ
(木田郡三木町大字鹿伏310番地)

116

三木町

マルナカ 三木店
（木田郡三木町氷上４８２－２）

117

三木町

トレスタ白山
（木田郡三木町下高岡972－30）

150mの流水プール、大人気のウォータースライダー（2基）で大自然の中
7月15日 ～ 8月31日 087-898-8881
で大人も子どもも思う存分楽しめます。

http://www.tresta.jp

118

三木町

コープかがわ三木店
（木田郡三木町氷上花丸911）

利用者にとって居心地の良い雰囲気のお店を目指しています。是非、お
8月1日～9月18日
立ち寄りください。

http://www.kagawa.coop.or.jp

119 宇多津町

スーパーセンター宇多津店
（綾歌郡宇多津町2419‐1）

120 宇多津町

イオンタウン宇多津店
（綾歌郡宇多津町浜2番丁16）

121 宇多津町

瀬戸大橋 四国健康村
（綾歌郡宇多津町浜一番丁6－10）

コープかがわ うたづ店
（綾歌郡宇多津町浜5番町49－1）
ケーズデンキイオンタウン宇多津店
123 宇多津町
（綾歌郡宇多津町浜二番丁１６）
122 宇多津町

124

綾川町

イオンモール綾川
（綾歌郡綾川町萓原822-1）

◎８月５日（土）はベルシティカードポイント５倍デー。
マルカフェ等、涼しいコーヒーは如何ですか?
マルナカ店舗は県内に数多くありますがクールシェアスポットとして登録 7月15日 ～ 9月18日 087－898-1161 http://www.marunaka.net
している店舗をご確認願います。

マルカフェ等、涼しいコーヒーは如何ですか?
マルナカ店舗は県内に数多くありますがクールシェアスポットとして登録
している店舗をご確認願います。
マルカフェ等、涼しいコーヒーは如何ですか?
マルナカ店舗は県内に数多くありますがクールシェアスポットとして登録
している店舗をご確認願います。
・露天風呂、内湯あわせて10種類の健康志向のお風呂でおくつろぎくだ
さい。
・食堂も館内2ヶ所と充実、笑いあり、涙ありの大衆演劇も連日公開中で
す。
利用者にとって居心地の良い雰囲気のお店を目指しています。是非、お
立ち寄りください。
新製品が安いケーズデンキです。店内にはベンチもご用意しております
ので、ごゆっくりお買い物をお楽しみください。
イオンモールでは涼（すず）も～るを実施中。涼しさを演出、体感ができ
るイベントを予定していおります。この夏も是非、イオンモール綾川にお
越しください。

087-898-8444

7月15日 ～ 9月18日 0877―56―7833 http://www.marunaka.net
7月15日 ～ 9月18日 0877―56―7400 http://www.marunaka.net
7月29日 ～ 9月18日 0877-49-2600 http://www.kenkou-mura.com
8月1日～9月18日

0877-56-7100

http://www.kagawa.coop.or.jp

7月15日～9月18日

0877-56-7744

http://www.ksdenki.com/shop/s/s0173
212/

7月15日 ～ 9月18日 087-876-8120

http://www.aeon.jp/sc/ayagawa/

７月２８日（金）「夜の図書館」
開館時間延長9:00～20:00 (※通常9:00～18:00)
「電子図書館おはなし会」14:00～
「夜の映画会」18:00～19:30（90分）
上映作品：ジュラシックパーク３

125

綾川町

綾川町立生涯学習センター
(香川県綾歌郡綾川町滝宮３１８)

126

綾川町

綾川町立綾上図書館
(綾歌郡綾川町山田下2224)

127

綾川町

マルナカ 綾南店
（綾歌郡綾川町萱原441‐1）

マルカフェ等、涼しいコーヒーは如何ですか?
マルナカ店舗は県内に数多くありますがクールシェアスポットとして登録 7月15日 ～ 9月18日 087‐876－4801 http://www.marunaka.net
している店舗をご確認願います。

128

綾川町

ケーズデンキ綾川店
（綾歌郡綾川町萱原５４１番地）

新製品が安いケーズデンキです。店内にはベンチもご用意しております
7月15日～9月18日
ので、ごゆっくりお買い物をお楽しみください。

129

琴平町

ことひら温泉琴参閣
（仲多度郡琴平町685番地11）

130

琴平町

こんぴら温泉湯元八千代
（仲多度郡琴平町611番地）

7月15日 ～ 9月18日 087－878-2251 http://www.town.ayagawa.jp

日帰り温泉11:00～16:00（最終受付15:00）
大人900円 小人450円
8月31日までは温泉＋プールも利用可能
定休日：毎週木曜日
定休日
不定休
料金
大人750円
小人450円
バスタオル(レンタル)300円
小タオル(買取)100円
１階ロビーラウンジ

131

琴平町

琴平海洋博物館（海の科学館）
（仲多度郡琴平町953番地）

7月15日 ～ 9月18日 087－876-6100 http://www.town.ayagawa.jp

087-876-8822

http://www.ksdenki.com/shop/s/s0173
147/

7月15日 ～ 9月18日 0877-75-0600 http://www.kotosankaku.jp

8月3日～9月18日

0877-75-3261 http://www.yachiyo.cc/

8月1日～9月18日

0877-73-3748

アイスコーヒー・生ビール等の販売

・２F企画展8/5（土）～9/24（日）「第54回 四国中学生 海の絵画コン
クール展」
・うちわ無料配布サービス
・8月1日（火）～8月31日（木） 戦争資料展 開催

多度津町立資料館
132 多度津町
（仲多度郡多度津町家中4－7）

多度津町立明徳会図書館
（仲多度郡多度津町栄町3丁目1－56）
コープかがわ多度津 店
134 多度津町
（多度津町日の出1－34）
スポーツセンターまんのう／まんのう町立
135 まんのう町 図書館
（仲多度郡まんのう町吉野下９５７番地）
香川県満濃池森林公園
136 まんのう町
（仲多度郡まんのう町七箇字三田4109‐24）

イベント
・8月6日（日）10:00～ 対談 お城のおばあちゃん
「私の戦中戦後そして…今」（十河博子）
8月1日～9月18日
・8月11日（金）10:00～講演 石井雍大氏
「紙芝居の魅力と魔力～黄金バットから国策紙芝
居」
両日ともにすいとんの試食あり。

133 多度津町

7月21日～8月31日

0877-33-3343

0877-32-3246

利用者にとって居心地の良い雰囲気のお店を目指しています。是非、お
8月1日～9月18日
立ち寄りください。

0877-32-3674

施設内にはまんのう町立スポーツ施設と図書館がありますので、ご利用
7月15日～9月18日
をお待ちしています。

0877‐73－3611 http://www.taisei-yuraku.co.jp/

11月9日には、当公園で第41回全国育樹祭が開催されます。緑に囲ま
れた満濃池森林公園でたっぷり森林浴をお楽しみください。

0877‐57‐6520

7月15日～9月18日

http://www.kagawa.coop.or.jp

http://mannou-mori.com

・水と緑に囲まれた讃岐の秘湯「塩入温泉」！老若男女を問わず「ぬる
ぬるとしたいい湯」（ナトリウムー炭素水素塩冷温泉）だと愛され続けて
塩入温泉
います。どうぞ讃山脈の麗の静かな温泉郷で、ゆっくりと心ゆくまでくつ
137 まんのう町
（仲多度郡まんのう町塩入718-140）
ろいでください。
・9月17日（日）に「敬老の日イベント」として、芋の天ぷらの無料接待や
地元の方のマジックショーを予定しています。
マルナカ まんのう店
マルカフェ等、涼しいコーヒーは如何ですか?
138 まんのう町 （仲多度郡まんのう町大字吉野下字林１１５ マルナカ店舗は県内に数多くありますがクールシェアスポットとして登録
５－１）
している店舗をご確認願います。
・地元の新鮮な野菜や果物などを中心に販売。また季節折々の野菜や
果物を使った手作りアイスクリームもあります。併設の農村レストランで
仲南産直市
139 まんのう町
の「ひまわり牛肉うどん・そば」や、「竹取うどん・そば」も美味しいです
（仲多度郡まんのう町追上424‐1）
よ。
・9月3日（月）には「新米まつり」を予定しています。
二宮忠八が世界に先駆けて飛行原理を着想した地、まんのう町国道32
二宮忠八飛行館
号線沿もみの木峠。
140 まんのう町
（仲多度郡まんのう町追上358‐1）
二宮忠八翁からの学びを通して、21世紀を担う子どもたちに「夢を見る
力を育む」テーマパーク館です。
施設の中庭に緑のカーテンを設置、
道の駅ことなみ・エピアみかど
大きく育ったゴーヤや朝顔が見ごろです。
141 まんのう町
（仲多度郡まんのう町川東2355番地1）
のんびり温泉に浸かった後は、
無料休憩室から見える緑が気分まで和ませてくれます。

7月15日～9月18日

0877-78-3363

http://www.shioirionsen.jp/onsen/index.html

7月15日 ～ 9月18日 0877―58－8766 http://www.marunaka.net

7月15日 ～ 9月18日 0877‐75－1994

http://www.shioirionsen.jp/santyokuichi/index.html

7月15日 ～ 9月18日 0877‐75‐2000

http://chuhachi-netcrew.co.jp/

7月29日 ～ 9月15日 0877-56-0015

http://ｗｗｗ.e-mikado.jp

