
⊂」ノノ⊃0選が完成形ではありません。誰にお勧めするのか、どんな視点で選ぶ  

のか…などなど、市民一人ひとりの多様な50選があるはず：だから、50選は  

これから増えていきます。  

薫かがわ市ニューツーリズム協会のホームページで発信  

、ち早く「旬の魅力」を届けるためインターネットを活用します！  

薫かがわ市＝ユーツーリズム協会のホームページURL→http：〟www．hnt．orjp／  

「薫かがわまちづくり観光塾」とは？  

「このまちをなんとかしたい」と想う市民・住民が主体的に取り組む「ま  

ちづくり」、人と人が触れ合い交流する「観光」につなげる－。現に地域  

に存在するモノをと卜の力で結び、つなげていき東かがわ市の地域  

力を最大化する方法を学び実践する…。それが「東かがわまちづくり  

観光塾」です。「この町をなんとかしたい」と思う方は是非お声をかけ  

てください。  

JR高徳線（喘急）  三
春
捻
駅
・
引
田
釈
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約30分  
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筒井光月堂  

や  
うずまき餅   

●香川県東かがわ布引田2446－2  
◎OB79－333153  

桃山ひろせ鮮魚  

讐】  
握り寿司   

○吾川県東かがわ市弓田2531  
◎0879－333119  

まるきん寿司  

や  
寿司   

○吾川県東かがわ市湊1997－2  
◎OB79254770  

うつみ寿司  

牽  
オリーブ牛寿司、  
焼き鯖寿司  
○香川県東かがわ市白鳥13727  
◎  

空浮ストロベリーガーデン  のうさぎcaf自  

警】  
自然派ランチ   

○香‖県東かがわ市入野山10  
◎090－5946－72∈∃6（要予約）  

や  
空浮いちご   

●吾川県東かがわ市馬篠364  
◎OBO－4D3915B3   

こコ  
∵一丁ー■二三てこヽ  

＿二      」  
うどんやまるちゃん  

讐■  
かしわ天ざるうどん   

○香」Ll県東かがわ市引田51ト5  
◎087933－535〔】  

東かがわマルタツ手打ちうどん   ワーサン亭  レストランヨーコ  

や  
豚の生妻焼き定食   

●香川県東かがわ市中筋71－1  
◎0879－25一口l自0  

ヒ  
炭火焼肉味道源  

や  
焼肉   

○香川県東かがわ市三本松68069  
◎0∈】79－25－333∈；  

エイミーカフェ  

や  
プレートランチ  

○香川県東かがわ市西村8424  
◎  

申  
そば焼きうどん   

○吾川県東かがわ市引田24571  
◎0∈！7933－470昌  

美食メニナ  
ひけた鮒、  
讃岐さ－もん  

○香川県東かがわ市引田4373  
◎D879－33－2800  

や  
きつねうどん   

●香川県東かがわ市伊座722  
◎0〔∃79－23－OD22  

ばいこう堂  

や  
最中   

○吾川県東かがわ市引田14ロ4  
◎0120336218  

居酒屋かかし   

美食メニュー  
じゃこ天   

●吾‖県東かがわ而引田21  
◎087933－583B  

ごはんや醤  

や  
射活け井   

●香川県東かがわ市引田2163  
◎0〔】7933366D  

かめびし醤油   

黄食メニ十  
醤油ピザ   

●香川県東かがわ市弓田2174  
◎0【】79－33－2555  

一心  

や  
巻き寿司、厚焼きたまご   

●香川県東かがわ市≡本松6764  
◎0879－255339  

二二1二、二十… j千丁▲二  
三谷製糖羽根さぬき本舗  正華堂・巴堂・みなとや  オリエンタル  

牽i  
スモークサーモン  

⑳香川県無かがわ市三本松6【！0126  

◎ロ879【25－0793  

や  
ぶどう餅   

市内にそれぞれあります   

や  
茶毯、ねば糖   

○吾川県東かがわ市馬宿1568  
◎OB79－332224  

や  
焼き鳥   

●香川県東かがわ市引田7653  
◎□879【33－3145  

美食メニュー  

和三盆シフォンケーキ   

⑳香川県東かがわ市引田2253  
◎OB79－336881  

オムライス   

⑬香川県東かがわ市三本松259  
⑳D879253968  

ち昌一り・∴i  



粁 
磯欒攣◎［福栄］空ちゃん田んぼ  

◎  l】  

－・叫   ど  東かがわ市  

美景26選  
香川県の東の端に位置する、東かがわ市。  

阿斎山脈や瀬戸内海などに閉まれ、  

平地の田園が心を癒してくれる自然豊かな、  

気候の穏やかな場所です。   

※地図サイトで特定できない場所はQRコードは掲載しておりません。   

あしからずご了承ください。  

輿田寺  

紳紳ホイント†  
夏場に田んぼアートが  

見頃の田園風景。  

帥仰木イント†  
厄よけが有名であり、民話が残る  

輿田寺の境内の中を  
散策しながら四季を感じて下さい。  

eL 
■  

岳忘こ二■■園  

◎  ◎  
［福栄］宝光寺  とらまる公園芝生広場  

輌・見憤ホインい  
境内から里山の  

風景を一望できます。  

け酔梱ノHント†  
薫かがわ市のシンボル的存在。  

広場から眺める海は壮大で、  
素晴らしいパノラマが広がります。  ◎  ［五名］みぞおちの盲竜  

輌・刷ノHント†  
滝の水の量が  

多くなる梅雨時期が特にすごい。  

◎  芝桜富士  

紳購凍伊  
芝桜の見頃は4月中旬～下旬  
電柱山小屋カフェの  

眺めも最高です。  

◎  
ベッセルおおちで見る夕陽  

紳岬け刃  
刻々と表僧を変える瀬戸内の  

夕景。心洗われるような絶景を  

楽しむことが  

できます。  

◎  
◎  虎丸山  白鳥神社  

見直甘憤ホイント†  
薫かがわ市大内地区のシンボル。  

山頂から見る眺めは、  

とても素晴らしいです。  

輌・紳ホイント†  
日本武尊（ヤマトタケルノミコト）の  

霊が自薦となって降り立った  

言い伝えがあり、境内に続く  

参道と大きな矢は必見です。  

ランプロファイヤ岩脈  城山からの風景  

梱・拙か舟  

イトは光の角度で  

様々な表情が見ら  

れます。午後の時間  
帯が特におススメ。  

て城下町であっ  

た引田の町と港  

を望むことができ  

ます。  

り  国 
■   

引田港赤灯台  川股ダム周辺  

紳帥由ント†  
軟の彩りを見せる紅葉の時期  

が見ものです。  

牒弥イント！  

清少納言（安戸姫）  

に由来のある歴史  

的スポット。ヤマサク  

ラ開花時期の山頂  

からの眺めが見もの  

堤防の赤灯台は恋人の聖地と  

して有名です。手を繋いで赤灯  

台まで歩こう。  

◎  ◎  ◎  
引田安戸弛海岸線  御幸橋  JR讃岐相生駅  

繭巴ノ指 針刷麒イント†  
ぺご∵＋瀬戸内海とその  

見直札植ホイン巨  輌・札偵ホイント†  
戎橋から御幸橋  

を望む夕暮れ時  
がおススメです。  

駅名榛とその後ろに  

広がる田んぼの風  

景がのどかで和み変  

す。稲穂が垂れる時  
期がおススメです。  

島々が織りなす  

風景がとても美し  

いです。  

◎  ℡ 碁の浦  引田のまち並み  

聖ヒ巴りイント†  
rjl・し伸ホイ  

香川と徳島の県境で、かつて伊  山頂からの眺めが  

素晴らしく、天気の  

良い日は五剣山が  
見えます。登山には  

日本人さえ忘れ  

ていたまち並み。  

四季折々の様々  

な表情を楽しん  

で下さい。  

能忠敬が上陸したといわれる場  

所です。  

◎  ◎  ◎  
田ノ浦海岸から見る女郎島  ［黒羽］吉祥寺  大坂峠  

和布騨ホイント†  
民話（おせんごろし）の島。潮が  

lく時間帯に見る女郎島はモン   

ンミッシェルに似ている？  

榊・蝉ホイント†  卯卿耶戯嘘出   
吉祥寺東側の階段を  
上った小高い丘には  

観音堂もあり、冬の  

禾樹が茂っていない  

時期がおススメです。  





しにオスメ   

廉かがわ  

芙景＆美食  
マップ  50選   

▲  ▲    ▲    ▲  

【引田］千足ダ  

川股ダム周辺 ；   

1泉の間の  は88患と  

まぢです0  
へんろプレ  

開高より東の昔の人で  

海路でお遍路やこんぴら泰リ  

良′、懸二Y即人たちは、まずこの東かがゎに  
幽魂 やって果たと書あれています。  

＼  


