
さぬ
き伝統工芸 i n 女木

高松港から赤いフェリー“めおん”に乗って２０分。
自然豊かな美しい景色が広がる女木島で、地元の伝統工芸に触れてみませんか。

地元特産の魚や野菜を使ったレストラン、鬼ヶ島の歴史話、
ワークショップや体験イベントの後はホッと一息、お茶をどうぞ。

【運賃／高松～女木島】 
片道／大人370円、小人190円　往復／大人740円、 小人380円

女木島・男木島行きフェリー運航表

【お問い合わせ】 鬼ヶ島文化村
760－0092  香川県高松市女木町235
MEGIめきめき実行委員会
電話  090－2787－4647、090－7572－7161 

【主催】鬼ヶ島文化村
【協力】女木コミュニティセンター、鬼ヶ島観光協会、こえび隊
【助成】高松市文化芸術活動助成事業

公益財団法人中條文化振興財団助成事業

復航（女木島行き） 往航（高松行き）

高松発 女木島発 男木島着 男木島発 女木島発 高松着

8：00 8：20 8：40 7：00 7：20 7：40

10：00 10：20 10：40 9：00 9：20 9：40

12：00 12：20 12：40 11：00 11：20 11：40

14：00 14：20 14：40 13：00 13：20 13：40

16：00 16：20 16：40 15：00 15：20 15：40

18：10 18：30 18：50 17：00 17：20 17：40

MEGI
めきめき♪

日時 平成29年6月18日（日）

女木島で

遊ぼう！

女木島

男木島

大島

豊島 小豆島

直島

屋島

高松

高松行きの最終は
17：20発です。
乗り遅れに

ご注意ください！

高松行きの始発は
8：00発です。

乗り場は高松港
第1浮桟橋

女木島（めぎじま）
高松港の北側約4kmに位置し、面積2.67㎢、人
口約200人の有人島。鷲ヶ峰の山頂付近にある
洞窟と桃太郎伝説を結びつけ、「鬼ヶ島」の愛称
で親しまれてる。鷲ヶ峰展望台から見渡す瀬戸
内海の多島美は壮観。春は桜や水仙の名所とし
て知られ、夏には多くの海水浴客で賑う。

1月1日～7月31日
8月21日～12月31日

まずは港、または
海宿鬼旬の受付で、
会場マップを

お受け取りください。
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チケットについて

❶立体折紙（木村 斉）
折りたたんだ1枚の紙を開けば、美
しい鶴や寿の文字が飛び出す作品で
す。一級紙技士（かみわざし）の木村
がお教えします。

料金はチケット制になります。
（3000円・5000円） 
一席につきチケット1～2枚。
お好きなチョイスで
お楽しみください。

1枚

14ピザ作り体験（女木パン教室）
地中海ならぬ瀬戸内の鬼が島でピザ
作り体験。ピザ生地をたたいてのばし
て、好きなトッピングをのせたら5分
でアツアツのピザの出来上がり！

1枚

❺絵手紙（谷沢倫子）

❷折紙（大江洋子）
あなたの指が生み出す折紙の花が、
ぱっと咲いて転がって重なって……。
色紙やチラシで作ったとりどりの花
や鳥は、プレゼントにも喜ばれます。

13焼きとうもろこし体験
　（海宿鬼旬）

全国から引く手あまたの女木島産とう
もろこしが旬を迎えます。炭火で焼い
てお醤油ををつけて召し上がれ。

1枚

1枚

12ヤングコーンのご飯
　（海宿鬼旬）

ヤングコーンのご飯は絶品！ 生の
コーンでないとできない味です。サラ
ダかスープを選んで昼食にどうぞ。

1枚

❸花の絵葉書（西岡藤八）
女木島に咲く花を見つめていると、素
直な心で絵筆も進みます。ポストカー
ドにも額飾りにも。楽しい1日の思い
出になりそうです。

1枚

❹絵手紙（石井聖子）

絵手紙はヘタで良いのです。オオテ
と呼ばれる石垣や港の船、対岸に見
える屋島やモアイ像など、女木島で
出会った思い出の風景をハガキに描
いて、一言添えてください。女木郵便
局の風景印を押して、あなたの大切
な方に届けます。
※送り先のご住所をご持参ください　※絵筆など
はこちらで準備するので、手ぶらでご参加ください。

1枚 10ゲートボール（北浦貞江）
神社の境内は波の音が届くみんなの
広場。ゲートボールに挑戦しましょう。
ボールを打つ音と笑い声で若返り。
島の名人が指導してくださいます。

1枚

❻手縫い小物（原和裁教室）
数え歌などで歌いながら遊んだお手
玉や、可愛いフクロウなどなど。針と
糸を使った“ものづくり”を体験してく
ださい。

1枚

15鰆の押し抜き寿司体験
　（宮地裕明／民宿竜宮）

古くから伝わる讃岐の春の食文化、
女木の鰆をご用意します。自分で押
し抜いて昼食にどうぞ。お土産にも。

1枚

❼鬼瓦・竹とんぼの絵付け
　（神内俊二）

鬼瓦にらくがきをしましょう。マジッ
クなどでかわいい色や模様をつけま
す。お子さんには竹とんぼもあります。

1枚

16たこめし／鰆の混ぜ寿司
　（民宿竜宮）

男木島生まれのお母さんのたこめし
と女木の鰆の混ぜ寿司は、昼食やお
土産にどうぞ。

1枚

❽鬼のオーナメント（詫間政司）
菓子木型の市原さんがコラボのため
鬼の木型に挑戦中。出来上がりが楽
しみです。魔除けとしてお使いくだ
さい。かわいい鯛もあります。
※完成品は後日送付となります

1枚

❾ミニ盆栽（三宅 実）
季節や自然をもっと身近に。可愛い苔
玉はお部屋を爽やかに彩ります。苔
玉作りをお楽しみください。

1枚

11魚釣り（和田秀穂）
堤防で屋島を眺めながら今日1日は
太公望 竿も餌も用意して和田名人一
家がご指導。のんびり竿にゆだねて、
スロータイムはいかがですか。

▶鰆の味噌漬
女木の鰆が旬を迎えています。
鰆の味噌漬けはいかが。

▶鬼ピー
香ばしいピーナッツせんべい。
お土産にも喜ばれています。

▶オリーブにんにく
ペペロンチーノはこれがあれば
手間なし。サラダやパンにも。

▶ヤングコーンピクルス
新鮮なヤングコーンを、ワイン
のお供やサラダのトッピングに。

▶麦味噌
麦から植えた手作りの味噌は
おふくろの味

▶にんにく醤油
焼肉のタレや焼き飯にひとしず
く。用途の広い醤油です。

1枚

ワークショップ & 女木島体験
（9時～15時終了）

女木島体験 & 特産レストラン
（10時～15時終了）

お茶席（10時～15時終了）

女木島歴史話
（高松港から、8時、10時、12時発の
フェリーにバスが接続しています）

17立礼（市原吉博・山下純子）
県内外で好評の薄茶菓子木型茶会。
出来たての和三盆は格別です。初め
ての食感かも。

2枚

18座礼（美澤宗包）
洞窟から鬼も出てきて且座喫茶。

22MEGI HOUSE（高橋宗明）
異空間のMEGI HOUSEで再び愛知県立
芸術大学の皆さんとのコラボレーション
になりました。船を降りたらまず一服！

2枚

2枚

19抹茶と和菓子体験（中條晴之）
オレンジハウスで、菓匠芝山の和菓子作
りと、お抹茶のシャカシャカ体験。出来立
ての和菓子でいただくお茶は格別です。

2枚

20海の茶室（石原幹子）
初夏の潮風に乗せて一煎差し上げま
す。

2枚

21山の茶室（中村谷威之）
吾唯足知～梅雨の鷲ヶ峰を借景に現
代茶の湯の薄茶を一服どうぞ♪

2枚

23英国紅茶（細谷ひとみ）
フレッシュな紅茶と英国の夏の定番レ
モンカードを使ったお菓子。アートな空
間で初夏のひと時をお楽しみください。

2枚

女 木 土 産

M E G I  H O U S E レ ス ト ラ ン  イ ア ラ  女 木 島

徳 永 邸

中 條 茶 室

女木の特産はニンニクに始まり、
とうもろこし、小麦、落花生。好
評なのは砂地のおかげか、潮風
のせいか？

鬼ヶ島の洞窟までバスでご案内。豊玉依姫神社、住吉神社、
女木の日蓮さん、ハマちゃんの家など、歴史話を聞きながら
青葉の山道をお楽しみください。

1枚 ＝チケットが1枚必要

2枚 ＝チケットが2枚必要

1枚


