
80

生涯学習・文化・スポーツ
指定区分 名称 所在地

有
形
文
化
財

絵画 絹本著色
両界曼荼羅図 八幡町

彫刻

木造大日如来坐像
（伝聖観音坐像）
　薬師如来坐像
　釈迦如来坐像

八幡町

木造阿弥陀如来坐像 大野原町有木

考古
資料

観音寺市室本町出土品 （観音寺市郷土資料館）

細形銅剣 （観音寺市郷土資料館）

無形民俗
文化財 和田・田野々雨乞踊 大野原町田野々

豊浜町和田

史跡
角塚古墳 大野原町

赤岡山古墳 大野原町中姫

天然記念物 日枝神社の樟 柞田町

県指定

指定区分 名称 所在地

重
要
文
化
財

建造物

観音寺金堂
�附��厨子　1基
�附��棟札　1枚

八幡町

豊稔池堰堤
�附��豊稔池碑� 1基
�附��旧火薬貯蔵庫� 2棟
�附��旧土砂吐樋門� 1点
�附��旧中樋取水バルブ�1点

大野原町田野々

絵画

絹本著色
琴弾宮絵縁起

（香川県立ミュージ
アム）

絹本著色
琴弾八幡本地仏像 八幡町

絹本著色
不動二童子像

（香川県立ミュージ
アム）

絹本著色
観経曼荼羅図 大野原町萩原

絹本著色
法華曼荼羅図 大野原町萩原

彫刻 木造涅槃仏像 八幡町

書跡
彩絹墨書急就章
�附��護持院隆光記� 1巻
�　��南谷筆急就篇加点�1巻

大野原町萩原

史跡

大野原古墳群

大野原町大野原

名勝 琴弾公園 有明町・八幡町

天然記念物 円上島の球状ノーライト 伊吹町

生涯学習

　市内には次の文化財があります。

▶観音寺市文化財（国・県・市指定、国登録有形）一覧表
国指定

文化財を大切に ������������������������� 文化財
文化振興課 文化財係   23-3943問

椀貸塚古墳

平塚古墳

角塚古墳

岩倉塚古墳

生
涯
学
習
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国登録

区分 名称 所在地

国登録有形
文化財

観音寺市郷土資料館本館
（旧三豊郡農会農事試験場） 有明町

観音寺市郷土資料館展示館
（旧三豊郡農会農事試験場） 有明町

川鶴酒造西酒蔵 本大町

川鶴酒造麹蔵 本大町

川鶴酒造濾過蔵 本大町

川鶴酒造鶴鳴舘（旧瓶詰蔵） 本大町

川鶴酒造川鶴資料館（旧米蔵）本大町

旅館晩翠本館 観音寺町

旅館晩翠離れ屋 観音寺町

萩原寺本堂 大野原町萩原

萩原寺護摩堂 大野原町萩原

萩原寺客殿 大野原町萩原

萩原寺鐘楼 大野原町萩原

萩原寺手水舎 大野原町萩原

萩原寺大門及び番所 大野原町萩原

萩原寺南門及び土塀 大野原町萩原

四国工芸社門 豊浜町和田

指定区分 名称 所在地

史跡

鑵子塚古墳 池之尻町観音寺市
総合運動公園内

院内貝塚 豊浜町和田

大木塚遺跡 豊浜町和田

雲岡古墳 豊浜町和田

台山古墳 豊浜町和田

天然記念物

有明浜の海浜植物群落 室本町字有明ほか

生木地蔵と大樟 大野原町中姫

安井菅原神社大樟と社叢 大野原町中姫

法泉寺の羅漢槇 大野原町田野々

五郷石砂お観音さん
山もみじ 大野原町海老済

法泉寺の菩提樹 大野原町田野々

市指定

指定区分 名称 所在地

有
形
文
化
財

建造物

大野原八幡神社随身門 大野原町大野原

萩原寺仁王門 大野原町萩原

大野原八幡神社本殿
　附�棟札 大野原町大野原

道標 豊浜町和田浜

安永灯籠 豊浜町和田浜

絵画 浄土九品曼荼羅図 八幡町

彫刻

金剛界大日如来坐像 八幡町

五百羅漢像 室本町

阿弥陀三尊像 高屋町

千手観音坐像 大野原町萩原

地蔵菩薩半跏像 大野原町丸井

十王像 大野原町丸井

木造十二神将立像 豊浜町和田浜

工芸品
懸仏 高屋町

平形銅鉾 豊浜町和田

書跡

讃岐国七宝山
八幡琴引宮縁起 八幡町

弘化録 八幡町

山崎宗鑑遺墨 八幡町

古文書

豊田郡姫郷内
木之郷村御検地帳 有明町

名東縣時代の地積図 大野原町大野原

平田家文書 大野原町大野原

地蔵院聖教 大野原町萩原

大般若波羅蜜多経 豊浜町和田浜

考古
資料

赤岡山古墳群出土品 大野原町中姫

椀貸塚出土品
（土器・馬具・釘・鉄鏃） 大野原町大野原

安井大寺跡出土品
（古瓦・古銭） 大野原町大野原

田野々窯跡出土人形 大野原町大野原

神田古墳付近出土
弥生式土器 大野原町大野原

池之内出土土器 大野原町大野原

赤岡山古墳出土品 大野原町大野原

有形民俗
文化財

仏足石 八幡町

力石 豊浜町和田浜

無形民俗
文化財 御門弓 室本町

史跡

一夜庵 八幡町

丸山古墳 室本町

興昌寺山古墳 八幡町�
「興昌寺山」山頂

青塚古墳 原町

生
涯
学
習

２００７観音寺市2(SG28)行政最終.indd   81 2020/06/24   16:16:57



82

　平成8年開館。国道に位置する本館は、ちょうさ会
館に隣接する形で整備され、豊浜町の郷土文化を後世
に伝える拠点となっています。蔵を思わせる白壁の外
観の一方で、内部は清潔感あふれる近代的な佇まいと
なっており、同町に伝わる歴史、文化、産業などさまざ
まな展示資料を取りそろえているほか、讃岐三白の一
つである「綿（棉）」にまつわる、昔ながらの器具が充実
しています。これらの器具は展示のみならず、実際に体
験することができ、事前に予約しておけば糸車を使っ
た糸紡ぎなどを実践できます。
開館時間 ��午前9時～午後5時（入館は午後4時30分まで）
休 館 日 ��毎週月曜日（月曜日が祝日の場合は翌日）
　　　　12月29日～翌年1月3日
入 館 料 ��無料

豊浜郷土資料館

　平成30年全面開館。市の内外から集められた歴史、民
俗および自然科学にかかる資料を多数展示し、またそ
れらの資料は実際に触れたり使用したりすることがで
きます。
　館内の展示品を使用してのふるさと体験や、多目的
ルームを利用してのワークショップ、本館にて実施す
る企画展など、さまざまな用途に対応できる機能があ
ります。
開館時間 ��午前9時～午後5時（入館は午後4時30分まで）
休 館 日 ��毎週月曜日（月曜日が祝日の場合は翌日）
　　　　12月29日～翌年1月3日
入 館 料 ��無料

ふるさと学芸館
 24-8123問

　公民館は、生涯学習や地域活性化のための拠点です。
市民の文化・教養を高めるための学習の場であると同
時に、地域の人々の交流の場です。
　それぞれの公民館でさまざまな文化教室も実施して
います。
　施設の利用、文化講座の申し込みなど、まず最寄りの
公民館に問い合わせてください。（下表参照）
公民館の所在地

学習・活動・交流の場（公民館）

公民館名 所在地 電話番号
（0875）

観音寺市中央公民館 坂本町一丁目1-1 ☎23-3944

高室公民館 高屋町884 ☎25-2913

常磐公民館 植田町458-3 ☎25-2560

柞田公民館 柞田町丙1537 ☎25-3262

木之郷公民館 木之郷町795 ☎27-6330

粟井公民館 粟井町1516 ☎27-6209

豊田公民館 原町270-1 ☎27-6350

一ノ谷公民館 古川町85-1 ☎25-0009

伊吹公民館 伊吹町263 ☎29-2122

観音寺東公民館 茂西町一丁目1-28 ☎25-1779

観音寺西公民館 港町二丁目9-40 ☎25-4252

観音寺南公民館 観音寺町甲2942-1 ☎24-2996

大野原中央公民館 大野原町大野原
1260-1 ☎54-5711

豊浜中央公民館 豊浜町和田浜
1531-1 ☎52-1203

郷土資料館
文化振興課 文化財係   23-3943問

　幼稚園跡地を利用して平成13年に開館。島内から収
集された漁具、農具、民具などの民俗資料に加え、伊吹
島の文化や生活習慣を詳細に説明する写真やイラスト
が展示されています。
　周辺を海に囲まれた環境の中で独自に発展してきた
伊吹特有の文化は、多様性に富んでいるとともに、島民
の温かい気質を反映しており、本館の見学によりその
一端に触れることができます。
開館時間 ��午前9時～午後5時（入館は午後4時30分まで）
休 館 日 ��毎週月曜日（月曜日が祝日の場合は翌日）
　　　　12月29日～翌年1月3日
入 館 料 ��無料

伊吹島民俗資料館

生
涯
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学び、楽しみ、憩いの場
働く婦人の家   23-3944問

▶�働く婦人の家
　フラワーアレンジメントやパッチワークなどの文化講
座やグループ活動の場として幅広く利用されています。
開館時間 ��午前9時～午後10時� �

※日曜日は午後5時まで
休 館 日 �月曜日、祝日、12月29日～1月3日

読書 ������������������������������������市立図書館
中央図書館　   23-3960
大野原図書館   54-5715
豊浜図書館　   52-1206

問

開館時間
火曜日～金曜日　午前9時～午後6時
土・日曜日、祝日　午前9時～午後5時
休館日
　毎週月曜日（月曜日が祝日の場合も休館）・年末年始・
特別整理期間
はじめて利用される方へ
　市内に在住の人、通勤の人、通学の人はどなたでも無
料で本が借りられます。貸出カードを発行しますので、
カウンターへおこしください。
　運転免許証・健康保険証・学生証などの提示をお願い
します。
※市内の図書館で利用できます。
本を借りるとき
　貸出カードと一緒にカウンターへお持ちください。
自動貸出機でも利用できます。
　一般図書　10冊・・・15日間
　ＡＶ資料　��1点・・・15日間
本を返すとき
◦本だけをカウンターへお返しください。
◦時間外には返却ポストを利用してください。
レファレンス（調べものをしたいとき）
　カウンターまでお尋ねください。

　地域に根ざした個性豊かな文化の創造・振興を目指
し、市民音楽祭をはじめ次のような事業を実施してい
ます。

文化芸術の振興

文化の裾野を拡げるために
観音寺市中央公民館   23-3944問

▶�市民講座の開催
　絵手紙・油絵・ジャズダンス・トールペインティング・
押し花・かな書道・ダンベル体操・篆刻・パッチワーク・
ハワイアンフラ・着物着付・コーラス・ちぎり絵・マジッ
ク・ピアノ・書道・皮革工芸・太極拳・民謡・紅茶講座

文化芸術に親しむために
観音寺市中央公民館   23-3944問

▶�市民文化祭の開催
　約92団体を擁する観音寺市文化協会との協働によ
り、作品展・芸能祭などを行います。
10月～11月
　写真・洋画・書道・墨絵・陶芸・篆刻・絵画・魚拓・皮革工
芸・ちぎり絵・フラワーアレンジメント・コットンメイ
ト・押し花・手芸・華道・茶道・短歌・俳句・川柳・古文書・
漢文・囲碁・詩吟・剣詩舞・民踊・マジック・琴・三味線・大
正琴・日舞・フォークダンス・社交ダンス・フラダンス・
コーラス・歌謡曲・太極拳・民謡・謡曲・彫刻・盆栽

公立文化施設
観音寺市民会館（ハイスタッフホール）   23-3939問

　市民会館は当市の文化芸術施策を実現させるための拠
点施設。
　音を観るまちの“文化芸術クリエーションホール”と
して、多くの人が集い、憩い、交流することで、地域に根ざ
した個性豊かな文化の創造と振興をめざしていきます。
施　　設 �大ホール（1,200席）小ホール（334席）
駐 車 場 �約380台
休 館 日 ��毎週月曜日、年末年始（12月29日～翌年1月3

日）
開館時間 �午前9時～午後6時30分

青少年教育

児童の健全育成のために
文化振興課 生涯学習係   23-3943問

▶�子ども会
　子ども会は同じ地域内に住む子どもたちが学校生活
の余暇を利用しながら、集団での楽しい遊びや社会奉
仕を通して自主性、社会性、創造性を学ぶところです。
　市内に約180単位子ども会があり、それぞれの地域
性を大切にしながら活動しています。

▶�子どもの体験活動
わくわく体験教室
　市内小学4～6年生を対象に�キャンプ、農作業体験、
科学体験などを開催しています。
親子木工教室
　全学年を対象に親子木工教室、夏休み親子ポスター
教室を開催しています。

▶�ジュニアリーダーの養成
　観音寺市子ども会ジュニアリーダーズクラブの中・
高校生が子ども会員の兄・姉として親しまれるととも
に、未来を見つめ学び合う仲間となるよう定期的に研
修会を開き、また、子ども会活動や市の行事にも参加し
ています。

次ページに続く
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成人になると ���������������������������� 成人式
文化振興課 生涯学習係   23-3943問

　観音寺市成人式は「成人の日」前日の日曜日に開かれ
ます。満20歳になった方（4月2日から翌年の4月1日ま
でに生まれた方）で市内に住所や帰省先がある人、市内
の小・中学校に在籍したことがある人が対象です。
　案内状は市内に住民登録している人に11月の上旬に
お送りします。

　青少年などの福祉の増進を図るために、スポーツ、レ
クリエーション、文化教養などの健全な余暇活動の場
を提供するなど観音寺市に居住または職場を有する
人々の福祉に関する事業を行うことを目的とする。
所 在 地 ��観音寺市大野原町大野原1368-1� �

☎54-5715
開館時間 �午前9時～午後9時30分
休 館 日 �毎週月曜日・年末年始
利用の手続き
◦登録申請書を提出し、利用証の交付を受ける。
◦�講習室、研修室、音楽室などの施設を使用する場合
は、使用3日前までに、使用許可申請書を提出し、使用
許可証の交付を受ける。

働く青少年などの憩いの場に ���������������
大野原勤労青少年ホーム

スポーツ

スポーツで心身を鍛える ��� スポーツ少年団
市民スポーツ課   23-3941問

　スポーツ少年団は、各種スポーツ、レクリエーション
活動、奉仕活動などを通じて、青少年の健全育成を目指
す団体です。現在、小学校区を中心に31団のスポーツ少
年団が有ります。

▶�観音寺市総合運動公園
◦�陸上競技場� �
第3種公認競技場　400mトラック� �
8レーン　全天候型ウレタン舗装
◦野球場　両翼91m　センター120m
◦広　場　�サッカーコート1面・ソフトボール2面� �

夜間照明
◦テニスコート
　オムニコート6面　夜間照明
◦芝生広場
◦トリムコース
◦遊具
　使用申し込みは、観音寺市総合運動公園管理事務所
　☎27-6157

スポーツを楽しむために

▶�観音寺市立総合体育館
◦�メインアリーナ� �
バレーボール3面　バスケットボール2面　バドミン
トン・ソフトバレーボール10面　卓球30面　新体操
1面　室内棒高跳2面
◦�サブアリーナ� �
バレーボール1面　ミニバスケットボール1面　バド
ミントン・ソフトバレーボール3面　卓球8面
◦トレーニング室
　使用申し込みは、観音寺市立総合体育館　
　☎27-7100

▶�観音寺市立大野原会館
◦�アリーナ� �
バレーボール2面　バスケットボール2面　バドミン
トン・ソフトバレーボール6面　卓球20面
◦トレーニング室
　使用申し込みは、観音寺市立大野原会館
　☎54-5660

▶�観音寺市豊浜総合体育館（すぽっシュTOYOHAMA）
◦�アリーナ� �
バレーボール2面　バスケットボール2面　ハンド
ボール1面　フットサル1面　バドミントン・ソフト
バレーボール6面　卓球8面
◦�サブアリーナ� �
バドミントン・ソフトバレーボール1面
◦プール　スタジオ　マシンジム
　使用申し込みは、すぽっシュTOYOHAMA
　☎56-3366

スポーツの各種団体 ��������スポーツ協会
市民スポーツ課   23-3941問

　観音寺市スポーツ協会は、スポーツの統一組織とし
て、スポーツを振興し、市民の体力向上とスポーツ精神
を養い、もって市民の心身の健全な発達と明るい豊か
な市民生活の形成に寄与することを目的としていま
す。
　組織としては、硬式テニス部・野球部・サッカー部・陸
上競技部などの専門部が22部と、各支部内に18地区が
有り、各支部で特色のある体育行事を展開しています。

市民でつくるスポーツクラブ ���������������
  観音寺市総合型地域スポーツクラブ
市民スポーツ課   23-3941問

　総合型地域スポーツクラブとは、地域において子ど
もから高齢者まで、さまざまなスポーツを愛好する
人々が参加できる、総合的なスポーツクラブのことで
す。現在市内には一ノ谷スポーツクラブと、ちょうほい
豊浜スポーツクラブの2組織があります。
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関連情報スマートフォン転入者向け

住まい・環境

●　 ごみは、収集日当日の午前8時までに地域で決められたごみ集積所（ステーション）に出してく
ださい。

●　 カラスや犬などに生ごみを荒らされることがありますので、前日からは出さないでください。
●　 不燃ごみの収集日には地域の方に当番をお願いしています。
●　 分別ができていない場合や収集日が異なる場合は収集できません。
●　 3辺（幅・奥行・高さ）のいずれかが60㎝以上のものは粗大ごみとして取り扱っており、ごみ集
積所（ステーション）に出されても収集できません。（自転車、家電を除く。）

●　 ごみ集積所（ステーション）は、地域で使用する大切な場所です。みんなできれいにしましょう。
●　 事業活動で発生したごみは、市内一般廃棄物処理業者に処理を依頼してください。

　家庭からでる可燃ごみ、資源ごみ（新聞、雑誌など）

ごみの分別収集にご協力を

 ごみ
生活環境課 リサイクル推進係   25-2698問

は、週2回、不燃ごみ、資源ごみ（缶、びん、ペットボトル
など）については、月2回（隔週）収集しています。ただ
し、土・日曜日、年末年始の休み（12月31日～1月3日）
は、収集していません。
　ごみ出しは、地域が管理しているごみ集積所（ステー
ション）に、収集日の午前8時までに出してください。ご
みの処理がスムーズに行われるよう分別の徹底にご協
力ください。

ご
み
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