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8：45～ 開会式
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29日（土）

11：00～ 宇多津北小学校三味線クラブ
11：30～ キラキラHappyベル
12：00～ 高校生シンガー 森 咲蘭
（THE カラオケ★バトル出場）
13：00～ 香川短期大学子ども学科ダンスゼミ
おん

13：30～ 音の会「コーロフィオーレ・コールメイ・カトレア会」

1０：30～ わけべのりこフラスタジオ
1１：00～ 大江戸玉すだれ讃岐社中

1１：30～ 福田 竜也 ヒーローショー＆ライブ

12：00～ ソロアイドル“トッティ”
（香川県出身の最年少ソロアイドル）

14：30～ 盆踊りを楽しむ会

1F・おひなさん展示
2F・子ども（幼保小）のおひなさん作品展示

・ランタン展示（宇多津中学校２年生の作品）
・手描き友禅展示（町文化協会加入団体）
・おいりのふるまい（宇多津小学校親児の会）
3F・授乳室
おやじ

こめっせ

流し雛アート（宇多津商工会青年部）
流し雛をモチーフとしたアート作品を作りました。
色々な業種の青年部員にご協力して頂き作成した
作品になります。ぜひ皆様見に来て下さい。
苺一絵作品展示（町文化協会加入団体）
おしるこの接待（社会福祉法人ドリーム）
2/29
（土）のみ （限定２００杯）

古街の家（背山）

〈昭和5年築 町家〉
東洋文化研究家 アレックス・カー氏 監修の宿

『限定公開（1階のみ）』

（一度に入れる人数に限りが
ありますので、
ご了承ください。）
ガイド 10：00～ 13：00～ 15：00～

－よりよい生活空間を美創する－

3

宇多津町浜八番丁
電話 49-4422

宇多津町浜八番丁 電話 49-7107

宇多津町浜一番丁１０番地

TEL

0877-49-5500（代）
カフェテラス

ぐ

（町内浜九番丁142-4） ☎49-9221

宇多津町横町 電話 49-3837

古来より令和に継承されしお雛様とヨーロピアン
フラワーデザインの融合をご覧ください。

茶室（孝寿 富行さん）

和紙でできたいろいろな形のおひなさまと
舞踊人形、他。
日本の伝統模様の風呂敷を展示。
結び方、運び方で暮らしを素敵に演出します。

網の浦万葉公園 ＷＣ

atelierjma.wixsite.com/jmajma

宇多津駅南口 電話 49-2582

大松薬局
宇多津町１４１
３番地 電話 49-4406

坂

出

葬

儀

宇多津町浜一番丁 電話 41-1122

宇多津町宇夫階 電話 49-0142

宇多津町浜一番丁 電話 49-2600

大黒損害保険事務所

宇多津町新町 電話 49-0358

宇多津町１９０３-９ 電話 49-1897

菓子舗

津の山堂
宇多津町浜町 電話 49-5587

丸亀市土器町西 電話 85-6600

畑接骨鍼灸院

社

宇多津町水主町 電話 49-0337

総 合 受 付

宇多津町浜六番丁 電話 49-0708

宇多津町山下 電話 49-0184
くらし元気に。
まちも元気に。

土木工事・上下水道工事・舗装工事

樋口工業㈲

また来た、はまきた。しあわせコーヒー。

㈱ 濱田組

宇多津町浦町 電話 49-0803
内科・循環器科・皮膚科

松 山 医 院
宇多津町２０３４-１ 電話 49-0706

古街には、
江戸末期から昭和初期の町家が残っています。
町家とは、
通りに面して間口が狭く、
奥行きの
長い伝統的な建築。
「うなぎの寝床」
に喩えられます。
宇多津の町家は、
「虫籠窓
（むしこまど）
」
や
「出格子の
持ち送り」
が手堅くまとめられ、
おとなしい表構え。
内部に手間ひまかけた技術がみられます。
また、
離れ座敷の
ある町家が板塀をめぐらせる宇多津独特の景観をなしています。

宇多津駅

こ こ ろ に 花 を 。

平 野 屋

古 街と町 家

JR四国

宇多津町浜五番丁 電話 49-0303

CIER ET MER & I STYLE

四国システム印刷（株）

宇多津町新開 電話 49-2140

～うたづの町家とおひなさんの思い出に～

10：00～16：00（15：30最終受付）
ひょうたんランプや粘土などの
可愛いおひなさまが作れます。

宇多津町新町 電話 49-0334
シェル エ メール＆アイスタイル

料亭

宇多津町浜九番丁１５５-４ 電話 49-7756

おひなさまワークショップ（有料）

料 亭

SHIOGAMAYA

池の宮コミュニティー

61

0120-76-1028

讃岐の味

えんうたづ セ

県内から選りすぐりのお店が集結！飲食から
物販まで幅広いお買い物を楽しめます！親子で
楽しめるワークショップも開催していますよ～

宇多津町浜三番丁25-19

阪神往復フリーきっぷ
好評発売中

坂出市江尻町１
５５８-１ 電話 45-1129

くぼさんのとうふＳＨＯＰ

宇多津町浜三番丁３７番地４

〈昭和初期 洋館付和風建築〉

和室（阪根まゆみさん）

宇多津町浜二番丁 電話 49-2114

㈱

宇多津町浜六番丁８２-３ 電話 41-1711

倉の館三角邸

加賀人形店
自然のめぐみ大切に

茱萸

ユニフォーム

坂出市西大浜北 電話 46-9111

開成工業株式会社

河辺接骨院

宇多津町浜七番丁93-2
電話 41-9575

宇多津町新開 電話 49-4146

ウキウキ

宇多津町浜一番丁 電話 49-2211

宇多津町新町 電話 49-3311

ふるさと

国土交通大臣表彰 令和元年度「手づくり郷土賞」受賞

手打うどん

み

洋室（吉岡御井子さん）

〈昭和11年築 旧農協倉庫〉

46

宇多津町浜五番丁 電話 56-7777

1５：30～ 宇多津鹿島踊り保存会

町保健センター ＷＣ

51

宇多津町塩浜 電話 49-2028

エヌビーエム

彩りの 家

清仁会

宇多津病院

13：30～ 福あるき
（ご祝儀舞など）
14：０0～ 日本舞踊藤衣会

医療法人社団

㈲うたづ葬祭

1５：０0～ 宇多津こがらす太鼓

※両日とも、雨天時は保健センター4Ｆにて実施します。

宇多津町１０７
１-２ 電話 03-5338-3077

こども
おとな

14：00～ 篠田綾香・凛花 キッズライブ

1０：00～ うたづ おっちゃんコール

サイエンス

㈱ＥＲＵＭ Ｓｃ
ｉ
ｅｎｃｅ

宇多津町浜六番丁
電話 49-2311

９：30～ 宮本 真弓（歌）

10：30～ 日舞朋絵会・香川短期大学附属幼稚園「舞の会」合同

1

イルム

1日（日）

9：00～ 手づくり郷土賞認定証 授与式

介護付き有料ホーム

医療機器販売

ＷＣ

㈲山口工務店
宇多津町２６２８-９６ 電話 49-5234

宇多津町浜二番丁 電話 49-3331

グループホーム

冨士

宇多津町２６４３-３
電話 49-6515
土木・下水・住宅基礎 何でもできます！

宮本建設工業㈱
宇多津町東分 電話 49-5202

やましろクリニック
〒769-0209
綾歌郡宇多津町浜九番丁１４２番6
ＴＥＬ 0877-41-1028

古物買取

新世界萬屋倉庫
宇多津町今市
電話 087-876-4111

古い物を買いとります
宇多津町２６２８-７８７ 電話 090-3188-5774

宇多津町西町
電話 49-0893

宇多津町新開 電話 49-1136

松谷化学工業㈱

前田精肉店
宇多津町かじや町2072番地
電話（0877）49-2983（ニクヤサン）㈹

森崎工業㈱
坂出市築港町１丁目４番６号 電話 46-1371

㈱
宇多津町２６１
１
‐
３
電話 49-0059

〒769-0221 宇多津町吉田４００１番１
１

と

き 令和２年

㈱ 森 末 組
宇多津町２２２２－２ 電話 49-0751

ふれあいづくりの場

ユープラザうたづ
宇多津町浜六番丁 電話 49-8020
県認定

高齢者向け優良賃貸住宅

ワイ・フラット

★空203・204・305・405 ★家賃補助 ★60歳以上その家族 ★毎日安否確認
★救急通報システム ★月57,200円～ ★入居手数料なし
宇多津町浜九番丁145-1 問合せ 管理室 ☎41-0466 担当 山城
町役場 ☎49-8012

２

月

2９（土）３ １（日）
.

月

午前9：00～午後5：00（日曜日は午後4：00まで）
こ

ま ち

ところ

宇多津町

周辺

主 催
後 援
協 力
お問合せ

うた づ の 町 家とお ひ な さ ん 実 行 委 員 会
宇多津町 宇多津町教育委員会 宇多津商工会
地 域 の 皆 様
宇多津町まちづくり課 0877- 49- 8009

J R 宇 多 津 駅より
無料シャトルバス運行
町内の駐車場は数に限りがあります
なるべく公共交通機関をご利用下さい

