
第３回

さぬ
き伝 統工芸  i n 女 木

【フェリー運賃（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
※1歳～未就学児は、大人1人につき1名無料、2人目から小学生と同じ。0歳児は無料。

【乗り場】 高松港第一浮桟橋

女木島・男木島行きフェリー運航表

【お問い合わせやチケットの販売先について】 
MEGIめきめき実行委員会
電話  090－2787－4647、090－7572－7161
チケットは、各席担当の先生方や、実行委員
たちも持っています。

【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
【後援】高松市、高松市教育委員会

高松から （男木島）女木島から
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

フェリーが満員で積み残しが
出た場合は最終増便あり。16時
までゆっくりお楽しみください。
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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いる。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
としても知られ、夏には多くの海水浴客で賑う。

海上タクシー（50人乗り）
【案内人】087－802－5720 
【乗り場】高松港県営
　　　　第二桟橋（④番）
【 時 刻 】8：30発、9：20発
【 運 賃 】片道500円

6月23日（日）
2019

午前9時開始
午後3時受付終了

通常ダイヤ

MEGI
めきめき♪

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。



料金はチケット制になります。3000円（5枚綴り）・5000円（9枚綴り）。
一席につきチケットが1～2枚。お好きなチョイスでお楽しみください。

笹ずし

今年は新しく笹ずしです！ 中身はいろい
ろ、お土産にもどうぞ。

焼きとうもろこし体験

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。

裏千家 薄茶席
（竹萌会と子供若竹会／中山宗満）

男性群と子供達が伝統ある茶道を普段の
気持で楽しんでいます。日頃の稽古を皆
様に見ていただけたら幸いです。

1枚

鬼瓦の色付け体験
（讃岐装飾瓦 伝統工芸士 神内俊二）

伝統工芸士の技で作った鬼瓦のカベ掛け
にポスカで自由に色付けして、自分だけ
の作品を作り上げましょう。

1枚

1枚

1枚

現代茶の湯 薄茶席
（中村谷威之）

リノベーションした海宿鬼宿のカウンター
席で、ここをデザインした中村谷が現代
茶の湯の楽しみを解きます。お茶会なん
て行ったことない～という方こそ是非。

Tea Bar（妹尾共子）
移動の途中にちょっと立ち寄ったり、ふ
らっと覗いて暑さ凌ぎの一杯。そんな
感覚の立ち飲みお茶バー（Tea Bar）。ス
イーツもいろいろ。

こけ玉作り（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。お好きな
材料を選んで、自分好みの苔玉作りをお
楽しみ下さい。

1枚

裏千家濃茶席
（楽茶倶楽部／氏家千鶴）

海の茶室で、讃岐の海の潮騒を聞きなが
ら、究極の侘茶室で一服のお茶を楽しみ
ませんか？

お手玉作り
（原和裁専門学院 原タエ子）

歌に合わせ、手を使って、一定のタイミン
グで放り上げて楽しむお手玉。いろいろ
な布を組み合わせ、普段あまり使わなっ
た針と糸を使って、手縫いで作ります。

1枚

チケットについて

珈琲茶会（大西一暢）
今までにない煎茶色したコーフィを、常識
破りの点て方でお淹れします。目からウロ
コの至極の一杯をどうぞ。

讃岐提灯〈折提灯〉
（香川大学学生プロジェクトTERASU）

讃岐提灯は、現在三好提灯店が一子相伝
で継承している伝統工芸品です。20分ほ
どでオリジナルの讃岐提灯を作れます。

ぶっかけそうめん
瀬戸内海と屋島を眺めながら食べるつる
つるのそうめん。いつもとはひと味違うこ
と間違いなし！ 昼食にどうぞ。

1枚

2枚

2枚

2枚

2枚

1枚

●にんにく醤油  ●オリーブにんにく
●鬼ピー  ●鰆の味噌漬け
●女木島産わかめの塩漬け　など

女木島
土産の
販売

1枚 ＝チケットが1枚必要
＝チケットが2枚必要2枚

M E G I  H O U S E1

鰆の押し抜き寿司体験
（天雲美幸）

鰆の押し寿司と可愛い3色押し寿司を用
意しました。自分で押してオリジナル寿
司を作って下さい。

1枚

島ヨガ（ヨガスタジオスワスタ 中西久美）

日常生活から自分を解放して、気持ちの
よい呼吸、体の伸びを味わいましょう。
ポーズの形にとらわれず、無理なく体を
のばします。

1枚

民 宿 龍 宮6

中 條 茶 室9

レ ス ト ラ ン  イ ア ラ  女 木 島4

ピザ作り体験（長谷民子）
地中海ならぬ瀬戸内の鬼ヶ島でピザ作り
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 裏千家薄茶席（高橋宗明）
潮風に吹かれ、海をながめて。
Enjoy a bowl of tea in your own way.

2枚

スペースマーケット8 松 風11

お休み処  龍 潜 荘12

巻きまり体験
（讃岐かがり手まり保存会 荒木永子）

豊かな丸みと草木染めのやさしい色合が
魅力の讃岐かがり手まり、伝統の材料と
技法を使ってひもつき手まりを作ります。

英国紅茶（細谷ひとみ）
初夏のひととき、波の音を聞きながら紅茶
と英国伝統菓子でおくつろぎ下さい。美
味しい紅茶の秘密をそっとお伝えします。

裏千家 薄茶席（河井宗春）
去年、MEGIめきめきに行きました。「美味
しかったなあ。また来よう！」と心に秘め
ました。ところが、今年は私が亭主とは！ 
世界、皆、茶の友。女木でお会いしましょう。

1枚

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。

キッチンカー（味菜・川西史宏）
オシャレな黄色いキッチンカーが島へ。
パスタやグリルチキンなど、海を背中に
おいしいイタリアンをお楽しみください。
※アンティパストミストはチケット2枚

1枚

1～2枚

抹茶と和菓子体験（茶楽）
オレンジハウスで、三友堂・大内英生の
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 2枚

2枚

女木島ゲストハウス&カフェ 

Me g i n o（オレンジハウス）7 徳 永 邸10

UM I Y A D O  鬼 旬5

城 北2

たこ焼きとアイスクリーム
（KISHISHITA）

あつあつのたこ焼きと、ひやひやのアイス
クリーム。縁日みたいな思い出の味。

魚釣り（和田）

和田名人一家が指導。竿と餌もご用意し
ます。堤防で屋島を眺めながら、のんびり
竿にゆだね、今日1日は太公望。朝のほう
がよく釣れるので、8：30から開始します。

1枚

※たこ焼きはチケット1枚または現金、アイスクリームは現金のみ

防 波 堤 周 辺3


