
鬼無伝統行事

Access  
アクセス

高松盆栽勝賀城跡
Takamatsu Bonsai

鬼無フルーツ
Kinashi fruit

Katsuga castle site

鬼無桃太郎伝説
Peach boy story

JR四国/予讃線
約7分

タクシー
約20分

（約2,500円）

自転車
約30分

タクシー
約25分

（約3,800円）

高松駅経由、
高松港より

フェリーで20分

勝賀山山頂　新春のつどい（1日）
熊野権現桃太郎神社　みかん焼き（中旬）

鬼無桃太郎まつり
（最終日曜日）

鬼無桃太郎まつり竜権まつり（中旬）

佐料編笠神楽奉納
（秋分の日の前日）

佐料編笠神楽奉納

宇佐八幡宮　秋季大祭（第1土・日曜日）
神高神楽奉納（第2土曜日）
熊野権現桃太郎神社　秋季大祭（第2土・日曜日）
神明神社　秋季大祭（15日・16日）
盆栽・植木まつり（下旬）

●お車でお越しの場合
鬼無駅南側のコインパーキングをご利用ください（料金：350円/1日）
※駐車スペースが少ないため公共交通機関をご利用ください。

●JR四国
●ことでんバス
●飯田タクシー
●日新タクシー

Tel：087-825-1702（8：00～20：00）
Tel：087-821-3033（9：00～17：00）
Tel：087-881-2623
Tel：0120-841-524

1月

高松駅

3月

8月

9月

10月

GOOD TRIP

Kin ash i

Peach boy story

One day, 

a peach came down 

from the river...

Bonsai Katsuga castle site

鬼無
桃太郎 盆栽

鬼無観光協会発行/2021年3月31日第1版1刷

勝賀城跡

ことでんバス
高松西高線
約35分

瓦町駅 高松空港 女木島 みんなで作るクーポン

　盆栽の歴史が始まったのは約200年前、江戸時代・文化年間
のころ。近くの山に自生していた木を鉢に植えて販売を始めた
ことが起こりといわれています。
　温暖で少雨、夏と冬の温度差が小さく、水はけがよい環境は
松の生育に適しており、盆栽仕立ての松の畑が広がっています。
　鬼無地区は、隣接する国分寺地区と共に、松盆栽で全国シェア
の約8割を占める国内最大の生産地です。接木や剪定の高い技
術が作り出す樹形の美
しさに加え、瀬戸内沿岸
の黒松は皮肌、葉性が
非常に良いと評価され
ています。
　その評判は海を越え
て世界に届き、今では欧
州やアジア各国からバ
イヤーが訪れています。

　温暖で少雨、水はけのよい環境は、かんきつ栽培にも適して
おり、勝賀山中腹の緩斜面を中心に高品質な果実が生産されて
います。
　温州みかんは、香川県が品種登録した「小原紅早生」を中心
に、「ハウス栽培」や「越冬栽培」といった特色のある技術によっ
て、食味の向上や販売時期の差別化を図っています。
　また、昭和40年代半
ばからは、食味の向上
と出荷調整を目的に「貯
蔵みかん」に取り組ん
できました。現在は、古
くからの貯蔵技術を応
用し、「不知火」を中心と
した中晩柑類の長期貯
蔵も注目されています。

　勝賀城跡は、源平合戦の古戦場として知られる屋島と同じ地
形（メサ）の立地を有効に活用した、中世の山城の城跡です。
勝賀城は、鎌倉・室町時代に香川郡（現高松市西部）及び阿野
郡（現国分寺町、坂出市、綾川町）を治めた香西氏が築きました。
豊臣秀吉が四国を平定すると讃岐に派遣された家臣によって
改修されたとみられています。
　現存している城跡は、土塁（どるい）と呼ばれる土地を盛って
築いた防御施設と、石積みに囲まれており、ほかにも切岸（きり
ぎし）と呼ばれる人工的な急斜面を作った施設、曲輪の土台で
ある石垣、虎口（こぐち）と呼ばれる出入り口などが残っています。
その規模・構造において香川県を代表する中世山城であるとして、
1980年に高松市指定史跡になりました。
　山頂からは、高松市の市街地や讃岐平野が眼下に広がり、
桃太郎伝説の残る女木島（鬼ヶ島）など、備讃瀬戸の島 も々望む
ことができます。

　「鬼無桃太郎」は、1930年（昭和5年）、上笠居小学校（鬼無
小の前身）で地名研究をしていた訓導橋本仙太郎氏が、「童話
『桃太郎』の発祥地は讃岐の鬼無」を新聞に発表して始まりま
した。
　橋本のふるさと研究は、1913年（大正2年）、大隈重信が「鬼
無の地名を大事にせよ」との駅頭訓話したのがきっかけでし
た。橋本は巧みに地名を利用し、女木島の洞くつ発見を機会
に昔話の舞台を組み立てました。
　桃太郎（稚武彦命）をお祀りしている熊野権現桃太郎神社境
内には、犬・猿・雉を祀る左堂神、おじいさん・おばあさんを祀
る縁結びの神、桃
太郎の墓と伝えら
れている墓所があ
ります。
　桃太郎神社で
は、子どもたちの健
やかな成長を願っ
て、毎年鬼無桃太
郎まつりが行われ
ています。

ものがたり
　昔々、大古家におじいさんとおばあさんが住んでいま
した。おじいさんは柴山へ薪を取りに行き、おばあさん
は本津川へ洗濯に行きました。ある日のこと、桃太郎（稚
武彦命）が船に乗ってやってきました。桃太郎は、一宮に
住むお姉さんの倭迹迹日百襲媛命（やまとととひももそひ
めのみこと）に会いに行く途中でしたが、鬼の悪行を知
り、鬼退治に出かけることにしました。おばあさんに吉備
団子を作ってもらい、犬島の住人を海軍の役目、猿王の
住人を陸軍の役目、雉が谷（かしがたに）の住人を空軍
の役目として従えて、鬼ヶ島（女木島）に乗り込み、大勝
利をおさめて凱旋しました。
　後日、鬼たちが追撃してきましたがセリ塚で鬼を全
滅させました。この時鬼を葬ったのが鬼ケ塚だったの
です。

桃太郎伝説の普及と子どもたちの
健やかな成長を願って開催され、
桃太郎の寸劇も披露されます。

勝賀山の山上や尾根に祀られた各地区
のりゅうごんさんをお参りした後、松明に
火をつけて下山し、雨ごい祈祷をします。

烏帽子に見立てた農耕用の編笠をか
ぶって舞うことから「編笠神楽」と言われ、
地区の平安と秋の豊作を祈って奉納され
ます。

勝賀城跡（高松市指定史跡）
所在地：香川県高松市鬼無町
佐料（勝賀山山頂標高：364m）
遺構：曲輪,土塁,石垣,空堀
形式：山城
築城者：香西資村
築城時代：嘉禄年間（1225-1227年）

1221年（承久３年）

1225年（嘉禄元年）

1335年（建武２年）
1467年（応仁元年）
1582年（天正10年）

承久の乱の戦功により、新居資村が香川・阿野四郷の守
護職となる
勝賀山に山城（詰め城）を、佐料に居城を築いて、香西資
村と名乗る
建武新政には、細川定禅に従い、挙兵に参加
応仁の乱では、細川四天王として活躍
豊臣秀吉の四国平定により、18代360年余続いた香西氏
の歴史を終える

アクセス：車で高松駅から25分、鬼無駅から6分
駐車場：登城口前に駐車スペースあり（3台程度）

ここに、各お店や個人が観光客に提供できるサービスや
割引を書いてください。みんなでおもてなししましょう！
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熊野権現桃太郎神社拝殿

鬼無小学校周辺に広がる松盆栽畑

高松市鬼無町是竹から望む勝賀山（撮影：加藤益夫）
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〈お問い合わせ先〉
鬼無観光協会
〒761‐8023 香川県高松市鬼無町３１‒３ 鬼無コミュニティセンター内
Tel：087‐882‐0875（平日9：00‐17：00）

Customizecoupon

鬼無駅

年
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176

175

177 鬼無の歩き方マップ
伝説と伝統の街、鬼無町を来てみて感じてください。地元の人たちが
おすすめするお店やスポットをフォーカスしました。是非鬼無へ。

境内には桃太郎や犬猿雉らのお墓があるよ!

　 鬼ヶ島（女木島）
香川県高松市女木町235
Tel：087‐840‐9055（鬼ケ島観光協会）
女木島港から連絡バスがあり（不定休）
http://www.onigasima.jp/publics/index/27/ 
女木島には、桃太郎伝説で有名な洞窟がある。大正3年、
香川県鬼無町の郷土史家、橋本仙太郎氏が発見し、10数年
後の昭和6年に鬼ヶ島として公開された。洞窟が造られたの
は、紀元前100年頃と言われている。
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勝賀城跡

猫の背

高松市
西消防署

鬼無小学校

鬼無駐在所

高松西高等学校

勝賀中学校

香川誠陵中学校・
高等学校

大寿苑

鬼無コミュニティ
センター

キナシ
大林病院

鬼無植木
盆栽センター
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A
香川県高松市鬼無町鬼無848
JR鬼無駅より徒歩20分
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中西珍松園
神高松寿園
尾路旭松園
北谷養盛園
出上吉洸園
橋本植物園
松田清松園
北谷植古園
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小西松楽園
北谷進松園
神高福松園
北山山松園
花澤明春園
花澤 智
桃太郎園
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❷ゐざけ屋ひなた（居酒屋）
    Izakeya hinata

❸薪焼きパン 小麦堂（パン）
    Komugido

〒761‐8023 香川県高松市鬼無町佐藤78‐１
Tel：087‐802‐2872
〈営業時間〉11：30～14：30・17：00～23：00
日曜のみ17：00～23：00  〈定休日〉年中無休
https://izakeyahinata.gorp.jp/

〒761‐8022 香川県高松市鬼無町佐料４７０‐１
Tel：087‐881‐8839
〈営業時間〉11：00～16：00
〈定休日〉月・火・水・木曜日

〒761‐8021
香川県高松市鬼無町是竹１４４‐２
Tel：087‐870‐5671
〈営業時間〉7：30～18：00
〈定休日〉第一火曜日・毎週水曜日

❶café 歩笑（カフェレスト）
     Café poem

❺ヨコクラうどん（うどん）
    Yokokura Udon

❻炭焼かつえご（焼き鳥）
    Katsuego

❽産直フルーツの里（農産物直売所）
    Fruit no sato

❾若屋製菓（和菓子屋）
    Wakaya seika

10手ぬぐい工房ポスター堂
    （手ぬぐい）
    Tenugui kobo Poster do

❹手打ちうどん桃太郎館
    （うどん）
    Teuchi Udon Momotaro‐kan
〒761‐8023 香川県高松市鬼無町佐藤７８
Tel：087‐882‐8908
〈営業時間〉11：00～16：00
〈定休日〉日曜日

〒761‐8026 香川県高松市鬼無町鬼無１３６‐１
Tel：087‐881‐4471
〈営業時間〉8：00～15：00
〈定休日〉年中無休
https://4596udon.business.site/

〒761‐8026 香川県高松市鬼無町鬼無４４９‐６
Tel：087‐881‐5334
〈営業時間〉17：00～23：00
〈定休日〉水曜日

❼蕎麦ふるかわ（蕎麦）
    Soba furukawa

〒761‐8024 香川県高松市鬼無町藤井４３１‐６
Tel：087‐882‐6008
〈営業時間〉11：00～20：00
〈定休日〉月曜日

イ中西珍松園（盆栽園）
    Nakanishi chinshoen

ロ神高松寿園（盆栽園）
    Kandaka shojyuen

〒761‐8023 香川県高松市鬼無町佐藤８‐２
Tel：087‐882‐0526
〈営業時間〉9：00～17：00
〈定休日〉年中無休
http://chinshoen.jp/

〒761‐8025 香川県高松市鬼無町山口４２８‐１
Tel：087‐881‐2852
〈営業時間〉8：00～18：00
〈定休日〉年中無休
http://www.kinashi-bonsai.com/shojuen/

〒761‐8022 香川県高松市鬼無町佐料２０‐１
Tel：087‐881‐2799
〈営業時間〉8：30～16：00
〈定休日〉毎週火曜日
http://kw-ja.or.jp/?page_id=8268

〒761‐8026 香川県高松市鬼無町鬼無２６４
Tel：087‐802‐4266
〈営業時間〉10：00～16：00
〈定休日〉毎週金曜日 

〒761‐8026 香川県高松市鬼無町２５７‐１１
Tel：087‐881‐1616
〈営業時間〉9：00～18：00
〈定休日〉毎週土・日曜日・祝日
https://www.posterdo.co.jp/

11神高農園バーンヤード
    （ガーデニング＆アメリカンアンティーク）
    barnyard

12百百家旅館（旅館・鉄板焼き）
    Momoya ryokan

13ニュー雅園 鬼無店（中華）
    New gaen Kinashi

〒761‐8025 香川県高松市鬼無町山口96‐1
Tel：090‐5271‐6395
〈営業時間〉10：00～17：00
〈定休日〉毎週火・水曜日

〒761‐8024 香川県高松市鬼無町藤井54‐1
Tel：087‐882‐0874
〈営業時間〉チェックイン16：00
　　　　　チェックアウト翌10：00
〈定休日〉不定休

〒761‐8023 香川県高松市鬼無町17‐2
Tel：087‐882‐8666
〈営業時間〉11：00～14：30・17：00～21：00
〈定休日毎週火曜日

イ

ロ

桃太郎神社

仕返しにやってきた鬼を葬った場所

B
高松北警察署鬼無駐在所から
南へ30m

鬼ヶ塚

ここで洗濯しているときに桃が流れてきた

C
永代橋（高松市鬼無町）の西側
洗濯場

おじいさんとおばあさんが住んでいた家

D
ＪＲ鬼無駅より円座香西線を南へ230m　　　
大古家

おじいさんが柴刈りに行った山

E
桃太郎神社の南東の広場の奥
柴山

大ヒットゲーム「桃鉄」を作ったハドソンから贈られた石像

F
JR予讃線鬼無駅上りホーム
桃太郎電鉄石像

桃太郎伝説ゆかりの場所

A ~ E

※現在居住されている方がいます

F

JR
鬼
無
駅

のお問い合わせ先 〈鬼無コミュニティセンター〉Tel：087-882-0875


