
 

 

遠足等で団体利用をご検討中のみなさまへ 

 

この度は、さぬきこどもの国の利用をご検討いただき、誠にありがとうございます。 

当園では、下記の通り新型コロナウイルス感染防止対策を実施しています。 

今後の状況により、団体利用に関する内容を変更する場合がありますので、ご了承ください。  

 

■団体利用の予約受付については、新型コロナウイルス感染防止のため、例年と異なります。  

当園での団体利用をご検討の際は、お早めに電話にてお問合せください。 

■エリアごとの人数制限や利用方法の変更がありますので、「令和４年度団体利用のしおり」を必 

ずご確認ください。 

■館内ではマスクの着用と手洗い、手指の消毒をお願いします。 

     

お問合せ ：０８７―８７９－０５００（代表） 

                 サービスグループ 団体利用受付係まで 

受付時間 ：９：００～１７：００ 

休 園 日：月曜日（月曜が祝休日の場合は翌日） 

 

 



 

 

令和４年度 団体利用のしおり 

 

 

 

１ 利用時間     

利用時間 9:00～17:00  

※夏休み(7/21～8/31)期間中の土曜、日曜、祝・休日及び 8/13～8/16 は 18:00 まで 

 

２ 休園日  

・毎週月曜（祝・休日の場合は翌日）、年末年始（12/30～1/1） 

・9 月の第 1 月曜から４日間 

※ただし、ゴールデンウィーク中（4/29～5/5）、春休み期間中（3/25～４/5）、 

夏休み期間中（7/21～8/31）、冬休み期間中（12/25～12/29、1/2～1/7）は無休です。 

 

３ お問合せ・お申込先 

さぬきこどもの国 サービスグループ 団体利用受付係 

TEL：087－879－0500 （9：00～17：00） 

FAX：087－879－0396   

Email：dantai@sanuki.or.jp 

 

 

 

 

 

さぬきこどもの国ＨＰ 

団体利用について 



 

 

１．団体利用の申込みについて 

※新型コロナウイルス感染状況により、受付人数や利用方法を変更する場合があります。 

 

◆当園を利用されるみなさまが快適に過ごせるよう、保育所、幼稚園、こども園、学校、児童館、放課後児童クラブ、 

子ども会、スポーツ少年団等の団体で利用する場合は、予約状況を確認の上、事前に「団体利用申込書（様式１）」 

の送付をお願いします。 

 ◆春秋の遠足シーズンは申込みが集中します。バスを予約する前に当園の予約状況をご確認ください。 

◆スペースシアターは、晴雨に関わらずご利用いただける団体のみ予約できます。 

◆当園施設の利用方法をご理解いただき、当日快適にご利用いただくために事前の下見をお勧めします。 

◆香川県内島しょ部の保育所、幼稚園、こども園、小学校の園児・児童を対象とする支援制度があります。 

当園の HP に掲載している「島の子応援事業要綱」をご覧いただき、お問合せください。 

 

■申込開始日 

晴雨に関わらず利用、晴天のみ利用 利用日の 3 か月前から申込み 

雨天のみ利用 利用日の 1 か月前から申込み 

   ◇受付は当園に「団体利用申込書（様式１）」が届いた先着順とし、定員に達した時点で受付を締め切らせて 

いただきます。  ※申込開始前に届いた申込書は無効となりますのでご注意ください。 

◇大型イベント開催日、ゴールデンウィーク、休園日についてはご予約いただけません. 

  ■申込手順 

 

 

 

STEP１ 予約状況の確認（電話・メール） 

    予約状況をご確認ください。 

         

STEP２ 団体利用申込書の送付（メール・FAX・来館） 

「団体利用申込書（様式１）」をダウンロードして記入した後、メール添付または、FAX で 

送付してください。来館でも受付できます。 

 

STEP３ 申込内容の確認（さぬきこどもの国からの電話連絡） 

    「団体利用申込書（様式１）」受領後、当園からの連絡をもって受付完了です。 

 



 
 
 

 
２．昼食場所について 

 

■昼食場所 
児童館内で団体が昼食をとれる場所は、２階自動販売機コーナー、２階ギャラリー、３階展望コーナーの 3 か所です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※雨天時の昼食場所について 
・団体利用の多い平日が雨天の場合は、昼食の場所と時間の割振りを行います。（事前に当園から連絡） 

・昼食場所の利用時間は 1 団体約 40 分でお願いします。持参されたレジャーシートを敷きご利用ください。 

・土曜、日曜、祝・休日が雨天の場合は、一般来館者の方と譲り合ってご利用ください。 

   ・ゴミはお持ち帰りください。 

      

 
■お弁当の注文 
・お弁当の予約も承ります。（10 個以上、1 週間前までに要予約） 

・さぬきこどもの国内「Kuni Cafe」までご連絡ください。（087-879-0500） 



 

 

３．荷物置き場・館内設備の利用について 

■荷物置き場 

・リュックサック等の荷物は、館内の飲食場所以外の空いているスペースにまとめて置いてください。その際、貴重品は必ず 

お持ちください。 

   ・他の団体や来館者の通行の妨げにならないようご配慮ください。 

 

■傘立て 

  ・傘立ては、児童館２階正面玄関出入口、１階出入口（３か所）にあります。 

 

■コインロッカー 

・コインロッカー（100 円返却式）は児童館２階インフォメーションの奥とサイクルセンターにあります。 

 

   

４．工房利用について     ※マスクの着用をお願いします。 

  ■美術・科学工房［受付時間 9：00～16：00］（人数：美術工房 35 名/科学工房 35 名） 

・造形活動や科学工作を体験することができます。当日のプログラムについては事前にＨＰ等でご確認ください。 

・必ず引率者または保護者の同伴をお願いします。 

・工房の利用状況によって、お待ちいただく場合がございます。予約制ではありませんので、利用当日に直接工房までお問 

い合わせください。 

 

■音楽工房［利用時間 9：00～17：00] ※楽器等の消毒のため利用できない時間があります。 

・いろいろな楽器を体験することができます。受付はありませんので、自由にご利用ください。 

・下記の時間は、楽器の消毒と「ごきげんパーク♪」実施のため、利用できません。 

11:00～12:00／14:00～15:00 

※「ごきげんパーク♪」は、乳幼児とその保護者を対象としたミニイベントです。(火・水・金(祝日を除く)に実施) 

人数制限を設けているため、一般の方優先となりますのでご了承ください。 

  

■コンピュータ工房［利用時間 9：00～17：00］ 

・6 台のパソコンがあり、学習ソフトを体験することができます。受付はありませんので、自由にご利用ください。 

 

 



 

５．スペースシアターの利用について（有料） 

※マスクの着用をお願いします。 

★晴雨に関わらず利用される団体に限り、スペースシアターの事前予約ができます。 

・令和元年にリニューアルしたスペースシアターで、１億個の星と星座の生解説をお楽しみください。 

・平日の第 1 回(10:00～)は団体利用のみ、予約できます。 

・平日の第 1 回、第 2 回を申込みの場合は、番組をお選びいただくことができます。※下記太枠部分 

 （ただし、春・夏・冬休みなど、学校の長期休暇中は番組の選択はできません。） 

・GW 期間、特別イベント開催日、機器の保守点検日などについては、団体受付を中止いたします。また受付人数に

制限がある日がありますので、ご了承ください。 

 

■上映スケジュール （各回約 40 分） 

 

   

第１回 

10:00～ 

第２回 

11:10～ 

第３回 

13:20～ 

第４回 

14:30～ 

第５回 

15:40～ 

平日 

（火曜日～金曜日） 

予約がある 

場合のみ上映 

プラネタリウム 

番組(解説付) 

全天周 

映像番組 

プラネタリウム 

番組(解説付) 

全天周 

映像番組 

土曜、日曜、祝・休日

春・夏・冬休み 

プラネタリウム 

番組(解説付) 

全天周 

映像番組 

プラネタリウム 

番組(解説付) 

全天周 

映像番組 

プラネタリウム 

番組(解説付) 

  ※プラネタリウム番組には星空の生解説がつきます。 

■観覧料 有料観覧者 20 名以上で、観覧料が団体割引になります。 

大 人 高校生 ４才～中学生 

４００円（５００円） ２００円（３００円） ５０円（１００円） 

※（  ）内は個人料金です。３才以下のお子さまは無料です。ただし保護者（大人）の同伴が必須です。 

・香川県内の児童館、保育所、幼稚園、こども園、小・中・高等学校等の引率の先生は、引率以外の有料観覧者

が 20 名以上の場合は無料です。 

・身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているなど、配慮が必要な方の団体利用

の場合は、人数にかかわらず事前にご連絡ください。手帳の交付を受けている方及びその介護者 1 名は無料です。

「有料施設利用料金免除申請書（様式２）」に記入の上、ご提出ください。 

■申込方法 

・「団体利用申込書（様式１）」⑩欄の観覧希望上映回に人数、希望番組名をご記入ください。 

※番組は、さぬきこどもの国のホームページ「団体でご利用の方へ」に掲載の「団体向け番組一覧」からお選びください。 

・先着の申込団体がある場合は、番組の選択や予約受付ができないことがあります。 

・車いすやストレッチャーを使用される方がいる場合は、人数をご記入ください。 
 

当日のお願い 

 

 

 

・上映開始 15分前までにご来館の上、２階インフォメーションで受付を済ませてください。 

・入場は上映開始 10分前からです。上映開始後の入退場はできません。 

・上映開始後の払い戻しはできません。 

 



 

 

６．屋外施設の利用について 

 

屋外施設のみの利用もできます。その場合も「団体利用申込書（様式１）」に記入し、FAX で送付ください。 

さぬきこどもの国は、高松空港に隣接した東西 2.5 ㎞の細長い敷地の中に、西ウイングエリア・中央エリア・東ウイング 

エリアの３つのエリアがあります。 

中央エリアには、わくわく児童館とサイクルセンターが、西ウイングエリアには、大型の屋外遊具があります。また、東ウイン 

   グエリアでは、迫力ある飛行機の離着陸を間近に見ることができます。 
  

■サイクルセンター 

 利用時間 大人 高校生 中学生以下 

サイクリング自転車 １時間 200 円 150 円 100 円 

マウンテンバイク 1 時間 250 円 200 円 150 円 

変わり種自転車 30 分間 200 円 150 円 100 円 

    ・団体でご利用の場合は「団体利用申込書（様式１）」⑫の欄に記入してください。 

     ・団体割引はありません。 

・身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方及びその介護者 1 名は無料で 

ご利用いただけます。「有料施設利用料金免除申請書（様式２）」に必要事項を記入し、FAX で事前に送付  

してください。 

・雨天など悪天候時は貸出しを中止する場合があります。ご了承ください。 

 

  ■YS-11 型航空機 

新型コロナウイルス感染防止のため、マスク着用をお願いします。見学をご希望の団体は、事前にお問合せください。 

公開日・公開時間内は下記のとおりです。 

・春季（5/1～5/31）、秋季（10/1～11/15）の平日 10:00～14:00 

・土曜、日曜、祝・休日、春休み期間中（3/25～4/5）9:00～16:00 

・夏休み期間中（7/21～8/31）9:00～16:00 

※夏休み期間中の土曜、日曜、祝・休日及び 8 月 13 日～16 日は 9:00～17:00 

・上記以外の日でも団体利用に限り予約ができます。「団体利用申込書（様式１）」の⑪の欄に 10:00～ 

14:00 の間で、見学希望時間を記入してください。見学時間は１団体約 30 分です。 

・YS-11 型航空機見学の予約は利用予定日の２日前までにご連絡ください。 

・機内での飲食はできません。 

・雨天など悪天候時は公開を中止します。 

 

■琴電車両 60 形 62 号の見学 

公開時間 9:00～16:30  ※夏休み期間中の土曜、日曜、祝・休日及び 8 月 13 日～16 日は 9:00～17:30 

・予約の必要はありません。 

・車両内での飲食はできません。 



 

  ７．バスの駐車場について 

※新型コロナウイルス感染状況により、駐車場の場所や駐車台数を変更する場合があります。 

 

 

・主駐車場には大型バス１５台が駐車できます（GW 期間中、春・夏・冬休み以外の平日のみ）。15 台を超える場合 

は駐車場所（東ウイング又は西ウイング駐車場）を指定させていただきます。 

・主駐車場ロータリー付近で降車後、東・西ウイング駐車場にバスの移動をお願いします。東・西ウイング駐車場に駐車して 

いただく団体には、事前に当園から連絡いたします。 

・土曜、日曜、祝・休日、春・夏・冬休み期間中は来園者が多いため、東ウイング第２駐車場、又は西ウイング第２駐車 

場に駐車していただきます。 

・バス会社や旅行会社を通して団体利用を申込む場合も含め、運転手の方には必ず事前に駐車場所をお伝えください。 

 

 

 
東ウイング第２駐車場 主駐車場 西ウイング第２駐車場 

西ウイングエリア 中央エリア 東ウイングエリア 


