
SANUKIFUJI Mountain Week 2022        標高 422ｍにちなみ、4 月 22 日は「讃岐富士の日」です。

第 13 回里山まつり
讃岐富士マウンテンウィーク 2022 オープニングイベント

日 時  4 月 22 日（金） 9:00
場 所  飯野町登山口（丸亀市野外活動センター）
　　   飯山町登山口
　　   坂出登山口
9:00　山開き式・登山安全祈願　場所　丸亀市野外活動センター
　　　記念カンバッジ 422 個限定プレゼント

11:00  頂上薬師堂内護摩祈願

「一日一石運動」のお願い
讃岐富士プロジェクト

【美しい里山を次世代へ】
平成 29 年より貴重な財産を守るため「一日一石運動」が始まりました。
これは、登山者の皆様のお力をお借りし、登山道の荒れた場所へ土や
石を運び少しずつ修復する取り組みで、現在も継続して行われていま
す。なお、令和４年４月 22 日の里山まつり開催時には、三合目（西
又分岐）に環境に優しい袋を使用した土のうを準備し、4 合目から６
合目の荒れた場所へ運んでいただくことにより讃岐富士の更なる保全
を図ります。引き続き、登山者の皆様の「一日一石運動」へのご協力を
お願いします。

讃岐富士 PR 展
　（一財）丸亀市観光協会
　  期　間　4 月 1 日（金）～ 29 日（金・祝）
　  場　所　JR 丸亀駅中二階ギャラリー

ダブルダイヤモンド讃岐富士
【美しいリフレクション絶景】
讃岐富士の山頂から昇る太陽が
水面に映り、ふたつのダイヤモ
ンドのようにきらめく瞬間を
ダブルダイヤモンド讃岐富士と
いいます。
このプレミアムな一瞬に立ち会
ってみませんか。

見　頃　春／ 4 月 10 日（日）～ 25 日（月）
　　　　夏／ 8 月 19 日（金）～ 31 日（水）
場　所  宮池（丸亀市土器町西二丁目）
　　　　 
　

四国八十八景選定

主催　( 一財 ) 丸亀市観光協会・坂出市観光協会　共催　丸亀市・坂出市

後援　中国四国地方環境事務所四国事務所・四国森林管理局香川森林管理事務所・香川県

協力　讃岐富士クラブ・はんざん山の会・さぬき福祉専門学校・珠光園・飯山北コミュニティセンター

　　　( 公財）丸亀市スポーツ協会・JR 四国 丸亀駅・安養寺・川津地区里山 ( 飯野山) まつり実行委員会

お問い合わせ
( 一財 ) 丸亀市観光協会

坂出市観光協会

TEL.0877-22-0331

TEL.0877-45-1122

香川県丸亀市新町 6-2

香川県坂出市元町 1-1-1

https://www.love-marugame.jp

https://www.sakaide-kankou.net

まるがめレンタサイクル (ＪＲ丸亀駅南口 ) 坂出レンタサイクル (ＪＲ坂出駅構内 )
所要時間　各登山口まで約 30 分

アクセス
当日は混雑が予想されます。徒歩・自転車、バスなど公共交通機関をご利用ください。また、お車で
お越しの際はお乗り合わせいただき、弥生の広場へ駐車をお願いいたします。

午前６時過ぎ頃

＊晴天で風のない穏やかな朝に美しく見られます。
＊溜池のコンディションによりダブルで見られない場合もあります。
＊早朝です。周辺住民の方のご迷惑にならないようご配慮ください。

新型コロナウイルス感染拡大防止に伴う感染予防対策ご協力のお願い
イベント等にご来場されるお客様におかれましては、次の感染予防対策へのご協力をお願いいたします。ご不便をお掛けいたしますが、ご理解いただきますようお願い申し上げます。
※イベント前２週間のうちに発熱や倦怠感等の症状が確認された方は外出をお控えください。※マスクの着用、手洗い、手指の消毒、咳エチケットの励行、ソーシャルディスタンスの確保にご協力をお願いいたします。
※新型コロナウィルス接触確認アプリ (COCOA) のインストールのご協力をお願いいたします。※イベント内容は予告なく変更、中止になる場合がございます。予めご了承ください。

飲食＆お土産 422 円

丸亀城内おみやげショップ
あさひ堂
讃岐うどん海侍 其の壱
讃岐うどん海侍 其の弐
名物かまど 丸亀駅前店
名物かまど 丸亀国道店
きさらぎ 本店
きさらぎ 郡家店
髙田一ぷく堂
御菓子処乃だや
ばば food センター
御菓子司寳月堂
ミロクブルワリー

25-3881　讃岐富士カンバッジ＋石垣クッキー＋骨付鳥棒 3 本セット　　　　　　 　
23-3601　いちご大福（2 個 ) 
98-0753　肉わさび漬けぶっかけうどん（小）
                   （牛肉ときゅうりのわさび漬けのハーフ アンド ハーフ）
24-4855　
25-0600　
98-3394
25-5611
46-6856　銘菓讃岐富士（3 個入）
22-6562　丸亀サブレ（5 個入）
86-3020　丸亀名物とっと焼うどん（還元水素水で淹れたコーヒー付）
23-0300　六万石＋京極さま＋まるがめ
43-7067　クラフトビール S サイズ (一杯限り）

里山セット（銘菓詰め合わせ）

Sanuki Fuji（讃岐富士に見立てたスフォリアテッラ風焼菓子）
＊1,422 円

ビジネスホテルフクシマ　
22-4322

讃岐富士マウンテンウィーク宿泊プラン
素泊まり 4，220 円 / 人
＊登山グッズを提示すると栄養ドリンクをプレゼント

キャンペーン期間中、特別料金 4，220 円でご宿泊いただけます！ TEL(0877)

このチラシを各店に

ご提示ください !

プラン名・内容

元禄元年（1688 年）丸亀京極家二代藩主・京極高豊が
別邸として作庭した大名庭園
中津万象園入園料（庭園のみ）が通常 700 円→422 円 / 人　
＊入園時に「讃岐富士マウンテンウィーク 2022」のチラシ
をご提示ください。

中津万象園・丸亀美術館　
23-6326

宿泊施設

]

]

　標高422m にちなんだメニューやお土産をご提供いたします！

注）売切れの場合はご了承ください。4/22 ～ 28 期間限定　422 キャンペーン また、詳しくは各店舗・施設にお問い合わせください。

TEL(0877)

丸亀市観光協会

坂出市観光協会
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【ご注意】
※4月22日は混雑緩和のため、車両乗り入
れ禁止区域があります。ご注意ください。
※記載している駐車場以外の駐車は周辺
住民の方のご迷惑となりますのでお控えく
ださい。
※駐車場内で発生した事故について、主催
者は一切責任を負いません。

4月22日
車両乗り入れ禁止

8:00～10:00

100台

丸亀プラザホテル　
23-1391

讃岐富士マウンテンウィーク宿泊プラン
素泊まり 4，220 円 / 人
＊朝食は要別途料金 800 円 / 人

その他

※当日は、新型コロナウイルス感染予防対策にご協力ください。①マスクの着用、手指の
消毒②検温をお願いいたします。上記①②に応じていただけない方、平熱を超える発熱
（37.5℃以上）や風邪の症状をお持ちの方はご入場をお断りいたします。

※山開き式終了後、各登山口で配布します。

※大護摩、あめ湯接待、餅まきは中止します。
三密を避けるために、勝手参りにてお願いします。

85-3131]


