
 

 

News  Release      
                                   令和４年１１月１５日 

「 Kagawa Expo 2022 in MARUTASU」 
 

 

 

 

 
１.本企画の概要 

(１)日時                    (２)場所 

  2022年 11月 19 日(土) 10 時～17時 30分    丸亀市市民交流活動センター「マルタス」 

  2022年 11月 20 日(日) 11 時～17時 30分    

２.本企画の目的  

香川大学瀬戸内地域活性化プロジェクトは、観音寺、善通寺、丸亀、さぬき、まんのう、東かがわの

6 班それぞれで地域の魅力発信などを行っています。「日本一小さい都道府県」である香川県において、

地域ごとの「点」ではなく全体で魅力発信を行うことが必要だと考えたことが企画の始まりです。普段

学生が活動している「点」をこの企画を通して「線」で結び、香川県全体の魅力が伝わるような企画に

したいと考えています。目標は以下の 3つです。 

 ① 自分たちの活動地域だけでは伝わらない香川県の魅力を学生目線で発信する 

 ② 来てくれた人がもっと香川を好きになってもらう 

 ③ 活動地域以外の人に、それぞれの活動を知ってもらう 

３．企画内容 

大きく分けて、ワークショップ・マルシェ・トークイベント・展示の 4つのイベントを行います。 

詳細は、別添のチラシをご参照ください。 

４ 主催・共催・後援・協力 

主催:香川大学瀬戸内地域活性化プロジェクト 

共催:丸亀市市民交流活動センター マルタス  

後援:丸亀市、観音寺市、東かがわ市、さぬき市、まんのう町、善通寺市 

 

 
 お問い合わせ先  

香川大学 地域人材共創センター 特命講師 長尾 敦史 

                講師 神田 亮 

                講師 大村 隆史 

TEL：０８７－８３２－１２７７ 

E-mail：nagao.atsushi@kagawa-u.ac.jp 

※上記不在の場合 香川大学 地域創生推進部 地域連携推進課 

TEL：０８７－８３２－１６３１ FAX：０８７－８３２－１３５７ 

 

香川県内の各自治体で活動を行う学生が、地域で発見した魅力をまるごと集めて、活動の

成果を披露することを目的に、Kagawa Expo2022 in MARUTASUを開催します。 
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主催：香川大学瀬戸内地域活性化プロジェクト

共催：丸亀市市民交流活動センター マルタス

後援：丸亀市、観音寺市、東かがわ市、さぬき市、まんのう町、善通寺市

協力：株式会社 OIKAZE、きさらぎ、大西食品株式会社、白栄堂、観音寺市地商社せとうちイート ( 株 )、

偕行社かふぇ、山地製菓、一般社団法人サンフラワーまんのう、産直カフェ五名ふるさとの家、

有限会社てつや菓子舗、株式会社かめびし、NPO 法人こんぴら門前街うまいもん本舗、( 株 ) ミトヨフーズ、株式会社 禾

青木石材協同組合、ヨークス株式会社、学生団体 koi-koi、しましま俱楽部

Kagawa 
Expo 
2022
in MARUTASU

2022 SAT 1911/ 20SUN
11/

10:00~17:30 11:00~17:30

各地の特産品を使った

子供から大人まで楽しめる

ワークショップ

DAY 1.

DAY 2.
県内企業の商品から厳選した物産と

名物を使った軽食が楽しめる

フードマルシェ



  

※販売物が変更になる場合や、売り切れにより販売できない可能性があります。

11/19SAT
11/ 20SUN

うどん学 ～楽しく学ぶディープなうどん～
“うどん” について、皆さんはどれくらい知っていますか？

実は，香川大学には「うどん学」という授業があり、

うどんのことを深く学ぶことができます。

今回はその授業を担当されている

農学部の高田悟郎教授と一緒に

「うどん作り」を通して、うどんのディープな魅力を

体験していただきたいと思っています！

観音寺市の雲辺寺山頂公園にある天空のフォトフレーム。

それをイメージしたフォトフレームを

海で拾った流木などを使用し、作製します。

世界に一つだけのフォトフレームを作りましょう！

墓石や丸亀城の石垣にも使われている青木石。

普段はあまり感じることのできない青木石が持つ

独特の色味や模様を触れて感じながら、

オリジナルのグラスガーデンを作りましょう！

11 月 23 日は勤労感謝の日と手袋の日です。

手袋生産において国内シェア 90% を占める東かがわ市。

その手袋を使った人形を装飾し、

日頃の “ありがとう” の気持ちをプレゼントで伝えてみませんか？

まんのう町の “ひまわりオイル” は知っていますか？

このひまわりオイルの秘密は低温圧搾法という製法にあります。

この製法と他の製法を比較しながら

ひまわりの種からオイルを抽出してみましょう！

Kagawa Expo を主催した香川大学瀬戸内地域活性化プロジェクト。

普段の活動から地域をどのように盛り上げるのかを考えます。

プロジェクトで何を考え、何をしているのか。

また、そこから見える地域の魅力とは何か。

入退場自由となっておりますので、気軽にお立ち寄りください。

香川大学生が主催する香川の魅力がたくさん詰まったマルシェです。

東かがわから観音寺まで、学生自身が見て、厳選した各地のおいしいものの販売に加え、

学生が考案した香川の名産品を使った軽食を楽しむことが出来ます。

うどんだけじゃない香川の魅力、味わってみませんか？

【販売品】

しょうゆ豆、銘菓 観音寺、ひまわりオイル、ダイシモチ饅頭、五名のジビエ肉

その他多数ご用意しております！

①“実家は商店街の洋服屋” という香川大学経済学部の山崎隆之准教授による

　「商店街の現状」についてのレクチャー

②模型を使った「商店街を Show 展街に変える」ワークショップ

　を行います。

　山崎隆之准教授と一緒にこれからの商店街を想像／創造してみませんか？

商店街から Show 展街へ？

～これからの商店街を考えるレクチャー＆ワークショップ～

Kagawa Expo を通して瀬戸 P の学生が何を感じ、何を思ったのか？

この 2 日間の活動を締めくくるトークイベントとして、

マルタスの職員の方がファシリテーターとして話を進めていきます。

Kagawa Expo クロージングトーク「香川の魅力を探して」

瀬戸内活性化プロジェクト、通称「瀬戸 P」は、産官学が連携して

香川県のそれぞれの地域の課題解決に取り組んでいます。

普段は丸亀市、観音寺市、東かがわ市、さぬき市、まんのう町、善通寺市の 6 地域で

計約 70 名の学生が活動しています。

本企画は、各地域で活動し、発見してきた魅力を、

まるごと集めて皆さんに届けたいと考え発案しました。

香川大学生が感じる日本一小さい都道府県「香川県」の魅力を発信し続けます！

普段の活動の様子はマルタス 2 階市民活動展示にて 11 月 1 日 ( 火 ) より展示しています。

香川大学瀬戸内地域活性化プロジェクトとは？

アクセス案内
丸亀市市民交流活動センター マルタス 〒763-0034 香川県丸亀市大手町 2 丁目 4 番 11 号

無料駐車場約 170 台分あり（路上駐車はご遠慮ください）

●内容は多少変更がある場合があります。予めご了承ください。
●準備物等の都合により、予定よりも早く終了する場合があります。
●要予約のものは、当日空き状況によってご案内できる場合があります。
●予約は、10 月 25 日 ( 火 )AM10:00 から以下の電話番号で受付しています。
●イベントの予約はマルタス（Tel 0877-24-8877）までお願いいたします。

■お問い合わせ先，イベント情報

天空のフォトフレームを作ろう（観音寺班）

青木石のグラスガーデンを作ろう（丸亀班）

手袋で” ありがとう” の気持ちを伝えよう（東かがわ班）

ひまわりオイルを抽出してみよう（まんのう班）

Kagawa Expo Marche

『瀬戸 P から考える地域活動』

※新型コロナウイルス感染症拡大に伴い

　中止になる場合があります。

※感染症対策のため，当日はマスク着用、

　手指消毒、検温にご協力お願いします。

10:00～ 11:30 11:00～ 15:00

14:00～ 16:00

16:30～ 17:30

13:00～ 15:00

16:00～ 17:30

WORK SHOP

WORK SHOP

MARCHE

WORK SHOP

TALK EVENT

TALK EVENT 参加無料

参加無料

参加無料

参加費各 500 円

参加費 500 円

↓Twitter ↓Instagram ↓マルタス HP

※要予約
　定員 8 組 16 名

※要予約
　定員 20 名

※要予約
　定員 20 名

※全て先着順
　定員 40 名

＠マルタス 1 階オープンラウンジ

＠マルタス 1 階オープンラウンジ

＠マルタス 1 階オープンラウンジ

＠マルタス 1 階オープンラウンジ

＠マルタス 2 階 Room3＆Room4

@ プロムナード（庁舎とマルタスの間）
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🅿

有料🅿

🅿

丸亀市役所

消防署

丸亀市立東中学校

大手前
丸亀中学校・高等学校

ひまわり
センター

丸亀市民ひろば

丸亀城

丸亀駅
丸亀駅

通町商店街

丸亀駅 宇多津・坂出方面→

高松方面→

33

204

21

ドン・キホーテ

百十四銀行

有料🅿

定員 40 名


