１８th Sanuki Visiting Bus Tour
Kagawa Gardening General Center

Date

２０１９
１０/６
(Sun)

Shionoe Fujikawa Farm
Road Station Shionoe＆Foot bath of Gyoki
Host：Takamatsu International Association (TIA)
Cooperation：Takamatsu UNESCO Association

Takamatsu International Association is planning "Visiting Sanuki Tour" so that foreign
residents can understand Takamatsu, Kagawa and Japan through experience of culture
and tradition of Sanuki area.

Participants
Foreign residents
around Takamatsu
(max 30 persons)
（First-comefirst served）

Place
・Kagawa Gardening
General Center
・Shionoe Fujikawa
Farm
・Road Station Shionoe
＆Foot bath of
Gyoki

Fee
free
※If you want to
experience the activity
at Fujikawa Farm,
you need to pay the
participation fee.

Please choose one from ①～④ if you want to
experience the activity at Fujikawa Farm.

Application deadline

２０１９
９/２６
(Thu)

How to apply
Download and fill in
an application form
from our website and
submit it to TIA
directly or by fax or
e-mail.

Meet at IPAL(12:30departure)

13:00～14:00 Kagawa Gardening General Center
14:30～15:30 Fujikawa Farm
15:40～16:15 Road Station Shionoe ＆
Foot bath of Gyoki
16:45
Arrive IPAL,dissolution
On the same day morning

①mozzarella making(20min)

…\９９０

②butter making(20min)

…\７７０

③cottage cheese making(20min)

…\７７０

④ice cream making(30-40min)

…\８８０

Notes：
･There may be some places where photography is

Schedule
12:15

Please pay the participation fee by yourself.

not allowed.
･Takamatsu International Association assumes no
responsibility for lost articles and other incidents.

･Please let us know if you do not wish to be
photographed.
・We’ll use photograph of this tour for our website
and newspaper.

10/6(Sun) 8:50-12:00
Meeting Place：I-PAL Kagawa
Venue：Kagawa University Faculty of

『Simulation Disaster Prevention
Training for Foreign residents』

Inquiry：
Takamatsu International Association
1-11-63, Bancho, Takamatsu City

Engineering

TEL：087-837-6003
FAX：087-837-6005

※If you’re interested in this event,

E-mail：tia-english@hi.enjoy.ne.jp

please tell us(TIA).

第１８回さぬき探訪

バスツアー
実施日

２０１９年
１０月６日
(日)

香川県園芸総合センター
しおのえ

藤川牧場

道の駅しおのえと行基の湯(足湯)

主
協

催：(公財)高松市国際交流協会
賛：高松ユネスコ協会

(公財)高松市国際交流協会では、高松市在住の外国人の方に、さぬきの文化、伝統に
ふれてもらうことにより、日本、香川、高松を理解して頂く 「さぬき探訪」 を企画してお
ります。今回は第１８回のご案内です。

対象
高松市周辺在住
外国人 30 名
(先着順)

見学場所
・香川県園芸総合
センター
・しおのえ藤川牧場
・道の駅しおのえと
行基の湯(足湯)

参加費
無料
※藤川牧場で
体験希望の方は
別途料金要

藤川牧場で体験希望の方は
①～④より１つ選んでください。

申込期限

２０１９年
９月２６日(木)
必着

①モッツァレラチーズ作り(２０分)…９９０円

申込方法
申込用紙を協会
窓口、又は
Email、FAX でお
送りください。

日程表
12:15
アイパル集合(12:30 出発)
13:00～14:00 香川県園芸総合センター
14:30～15:30 藤川牧場
15:40～16:15 道の駅しおのえと
行基の湯(足湯)
16:45
アイパル到着、解散

…７７０円

③カッテージチーズ作り(２０分)

…７７０円

④アイス作り(３０～４０分)

…８８０円

注意事項
■写真撮影できない場所があります。見学先の
指示を守ってください。
■主催者は疾病・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申し出てください。

同日の午前は
在住外国人のための

②バター作り(２０分)

10/6(Sun)8:50-12:00
集合場所：アイパル香川
開催場所：香川大学創造工学部
※参加希望の方は、お問合せください。

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

