
 

8:45 アイパル香川 

  東側正面玄関前広場 集合 

9:00 アイパル香川 出発 

10:00-11:00  

うどん作り体験＠中野うどん学校 

11:00-12:45 金毘羅宮参拝 

※785 段の石段を登ります。 

12:45-13:50 昼食 

＠中野うどん学校 

14:00-14:30 金陵の郷見学 

14:40-15:30 金丸座見学 

16:30 頃 アイパル香川 到着 

  

令和２年３月１日(日) 

海上交通の守り神として信仰されております金刀比羅宮を 785 段の階段を登り参拝し、日本最古の

歌舞伎芝居小屋「金丸座」や日本酒の資料館「金陵の郷」を見学します。           

昼食は、自分で作ったうどんを食べます。 

日時 

定員 

場所 
金毘羅宮、中野うどん学校、 

金陵の郷、金丸座   

 

 

 

参加費 1,000 円(バス代・うどん作り体験料・ 

拝観料・保険代込) 

申込 
令和２年 2 月 20 日(木) 午後 5 時まで 

協会窓口(アイパル香川 2 階)に申込書と 

参加費を持参してください。 

 

□昼食で摂取制限がある方は、事前にお知らせください。 

□当日は 785 段の石段を登るので、飲み物を持参のうえ、動きやすい服装でお越しください。 

□写真撮影できない場所がある場合は、見学先の指示に従ってください。 

□主催者は、疾病や物の紛失、その他の事故に対して、一切責任を負いません。 

□参加中の写真、映像等の新聞、インターネット等への掲載権は、主催者に属します。 

掲載に支障のある方は、事務局へお申し出ください。 

 

 

 

 

ちゅう

じ 

当日スケジュール 

注意事項 

問合せ先：(公財)高松市国際交流協会  

高松市番町１丁目１１番６３号 

TEL：087-837-6003   FAX：087-837-6005 

E-mail：tia-english@hi.enjoy.ne.jp 

主催：(公財)高松市国際交流協会 

共催：高松ライオンズクラブ 

高松市及び近郊在住の外国人 30 名(先着順) 

 

第 19 回さぬき探訪 バスツアー 

～こんぴらさんとうどん作り体験の旅～ 

金毘羅宮 

中野うどん学校 

金陵の郷 

金丸座 

 



 

 

 

We’ll go up 785 stone steps and pray Kompira shrine belieaved as God who protects the safety 

of the sea traffic. We’ll visit “Kanamaruza” that is the oldest Kabuki theater in Japan and 

“Kinryo” that is the Museum of Japanese sake. You can eat Udon made by yourself at lunch. 

fee 

  

19th Visiting Sanuki Bus Tour 

～Kompira-san ＆ Making Udon～ 

Kompira Shrine 

Nakano Udon School 

Kinryo 

Kanamaruza 

 

March 1st(Sun),2020 date 

target 

place 
Kompira Shrine, Nakano Udon School,  

Kinryo, Kanamaruza   

 

 

 

fee 
1,000yen 

(including bus fare, udon making experience 
fee, admission fee, insurance fee) 

apply By February 20th(Thu),2020 5:00pm 

Please bring an application form(from our 
website) and participation fee(1,000yen) 
to our office. 

 

ちゅう

じ 

Schedule 

Note 

Apply & Inquiry：Takamatsu International Association 

1-11-63, Bancho, Takamatsu City 

TEL：087-837-6003   FAX：087-837-6005 

E-mail：tia-english@hi.enjoy.ne.jp 

 

Host：Takamatsu International Association 

Cooperation：Takamatsu Lions Club 

 

Foreign residents in Takamatsu and  

around Takamatsu (Max 30persons) 

【first-come-first served】 

□Please inform us in advance if you have a dietary limit at lunch. 

□Please bring something to drink and wear comfortable cloths because we go up 785 stone steps. 

□There may be some places where taking pictures is not allowed. 

□Takamatsu International Association assumes no responsibility for lost articles nor other 
incidents. 

□We’ll use photograph of this tour in our website and newspaper. Please let us know if you 
don’t wish to be photographed. 

 

 

 

 

 

 

8:45 IPAL Kagawa 

  (East Front Entrance Square) 

9:00 Departure IPAL Kagawa 

10:00-11:00  

Udon Making＠Nakano Udon School 

11:00-12:45 Visit Kompira 

※Go up and down 785 stone steps 

12:45-13:50 Lunch 

＠Nakano Udon School 

14:00-14:30 Visit Kinryo  

14:40-15:30 Visit Kanamaruza 

16:30  Arrive at IPAL Kagawa 


