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☎=TEL市外局番0859
☎=TEL市外局番0852

米子文化=米子市文化ホール　
米子CC=米子コンベンションセンター　
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フライト情報
（1月ダイヤ）

着空港           　  米子空港発　着空港着  
東　京（羽　田）　　07：10　　08：25  
東　京（羽　田）　　09：10　　10：25  
東　京（羽　田）　　12：45　　14：00  
東　京（羽　田）　　15:30　　16:50  
東　京（羽　田）　　20:00　　21:20  
名古屋（中　部）　　16:00　　17:00  
ソウル便（仁川）　　12：00　　13：40  
ソウル便（仁川）　　15：00　　16：40  
発空港　　　　　 発空港発　米子空港着 
東　京（羽　田）　　06：55　　08：20  
東　京（羽　田）　　10：35　　12：00  
東　京（羽　田）　　13：30　　14：55  
東　京（羽　田）　　18:00　　19:25  
東　京（羽　田）　　20：05　　21：30  
名古屋（中　部）　　14：25　　15：30 
ソウル便（仁川）　　09：30　　11：00  
ソウル便（仁川）　　12：30　　14：00  

※1
※2

※1
※2 ※1 金の運行 ※2 火日の運行

プレミアムクラスの設定あり
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P中海圏域イメージキャラクター

ウンパくんの
情報コーナー

冬の花壇に欠かせない花・パンジーとビオラの魅力をご紹介。
パンジー・ビオラ約150品種をご覧いただける展示会やパネル展示な
どを行います。大山を背景にした花畑・花の丘には5万株のパンジーが
一面に咲き、春までお楽しみいただけます。
【お知らせ】2/26（土）より園内レストランが和風スタイルにリニューアルオープン！
※1/1（土）～2/25（金）は改装工事のためレストランは休業します。
●入園料／入園料　大人700円 小中学生350円 小学生未満無料
　※4月～11月は大人1000円　小中学生500円
●問い合わせ先／TEL 0859-48-3030（とっとり花回廊）

時刻・運賃の
お問合せは
国 内 線 ＡＮＡ 　　　　
0120-029-222
ソウル便 アシアナ航空　
0859-38-3371
連絡バス
米子空港⇔米子駅　
約25分
米子空港⇔松江駅　
約45分

☎=TEL市外局番0853
☎=TEL市外局番0854

メルマガ読者募集中！！

パンジー・ビオラまつりパンジー・ビオラまつり
1/29土～2/13日1/29土～2/13日

『中海市長会シンポジウム』開催のおしらせ
H23.2.16（水） 13:30～（予定）　会場／米子市文化ホール
詳しくは中海市長会ホームページをご覧いただくか、事務局までお問い合わせください。
中海市長会事務局　電話0859-23-5376　FAX0859-23-5392
http://www.city.matsue.shimane.jp/nakaumi/

『中海市長会スペシャルマッチ』開催！！
中海市長会は山陰に本拠地を置くプロスポーツチームを応援しています。今シーズンからプロバ
スケットボール：ｂｊリーグに参戦した島根スサノオマジックのホームゲームを『中海市長会スペシャ
ルマッチ』として開催します。
【バスケットボール】bjリーグ 島根スサノオマジック（http://www.susanoo-m.com/）
H23.2.20（日）　ｖｓ高松ファイブアローズ　会場　鹿島総合体育館（松江市鹿島町）
※中海市長会では、試合への無料招待（限定数）のほか、来場先着1000名様へのオリジナルステッカープレゼントや、
　各種イベントも予定しています。（詳しくは、今後ホームページ等でお知らせする予定です。）お楽しみに。 発着時刻は変更になる場合があります。

※名古屋（中部）線は、2011年1月4日まで運航いたします（1月5日以降は運休）

らんまつり
2/26土～3/27日
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奥日野を舞台にたたらの歴史や人 を々
描いた感動の長編小説。
明治という激動の時代を生きる主人公 「
りん」りんの母として、女性としての生き
る姿は勇気と希望を与えてくれる。
りんの生きる姿、たたらの歴史をぜひ
読んで頂きたい。
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本
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学
校

現役小児科医にしてシンガーソングライ
ターのＤＲ．ＹＵＢＩさん。そのユニークな名
前の由来は自身のコンプレックスにもなっている、大きな親指からきて
いるとのこと。短所を長所に変える、そのポジティヴなシンキングは、歌
詞、声、演奏のすべてから伝わる。ジャケットの面構えからも。前方向
から「誠実感」がにじみ出るのだ。家族や親戚、そして患者さんやそ
の親御さんからも愛されているに違いない。冒頭で書き忘れたが、鳥
取在住･･･ちょっとないユニークな新人の誕生である。

■  TATARA / 著 者 ： 松本 薫
    発   行 ： 伯耆国たたら顕彰会
    発   売 ： 今井出版
    発売日 ： 2010年10月
 　1,850円（税込）　 

■ Still Love You
　  アーチスト : Dr.YUBI
　 レーベル ： CIMS Music Entertainment
    1,050円（税込）

■ イベント情報　■ 飲食店情報
■ 観光情報　■ お得な情報
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松江城天守閣から望む2011初日の出（松江城）時間は6:30位～ 天守閣内へは先着50名 
大人550円 小人280円 本丸内は無料 ☎0852-21-4030

自然観察会「初日の出！コハクチョウ観察会」（水鳥公園）
7:00～8:00 入館料300円 ☎0859-24-6139

お正月特別企画「どんぐりコマ回し大会2011」（水鳥公園）
～1/3（月） 8:00～17:00 入館料300円 ☎0859-24-6139

正月イベント（夢みなとタワー）～1/3（月）
9:00～17:00 無料 ☎0859-47-3800

新春花回廊（とっとり花回廊）
～1/3（月） ☎0859-48-3030

初日の出を見よう！（夢みなとタワー）7:00～9:00 入館料無料 
※9:00より通常営業（入館料大人300円・150円が必要となります） ☎0859-47-3800

新年鼕揃い打ち（安来市広瀬町）11:00～ 無料 ☎0854-32-3081

新月のご来迎ウォークと朝活会（米子城山）
早朝7:00～ 1000円 ☎0859-29-5276

写真展「中海近郊写真勉強会写真展」（水鳥公園）～1/28（金）
入館料300円  ☎0859-24-6139

名画劇場「トイレット」（島根県民会館）14:00・18:30（2回上映）
前売1000円・当日1200円・会員800円 ☎0852-22-5556

森の楽校 in 大山 冬の森編（桝水高原スキー場周辺）～10（月・祝）11:00～16:00 
1000円 ☎0859-29-5276

森の楽校 in 大山 冬の森編（桝水高原スキー場周辺）
～16（日）11:00～16:00 1000円 ☎0859-29-5276

水鳥の絵を描く会2（水鳥公園）9:00～12:00 参加無料 
小学生のみ先着15名、要予約 ☎0859-24-6139

第20回金管バンドフェスティバル（米子CC）13:30～16:00 無料 ☎0859-34-3143

見えにくい障がいを知って欲しい（ミニシンポジウム）（米子CC）
開場12:00　開会13:00～閉会16:00 無料 ☎0859-31-5003

片江 墨付けとんど（松江市美保関町片江）
10:00～ 無料 ☎0852-72-2811

ファミリーデイ（だいせんホワイトリゾート）
親子券7000円→5000円 ☎0859-52-2315

ヴァンガード・ブラス鳥取コンサート Vol.Ⅵ （米子文化）
15:00～17:00 大人1000円 高校生以下500円 ☎090-3040-7257

「牡丹コラボレーション假屋崎省吾」（由志園）～2/28（月）
期間中入園料 大人1000円 団体割引900円 ☎0852-76-2255

「地方公会計制度の整備と活用」及び「自治体クラウド」についてのセミナー
（米子CC）開場13:00 開演13:30 無料（要事前申込）☎03-298-6007

DAI-SKI（ダイスキ）キャンペーン2011
（だいせんホワイトリゾート）☎0859-52-2315

カニ感謝祭（水木しげるロード）無料 ☎0859-47-1055

米子市成人式（米子YCC）

自然観察会「ゴビウス・グリーンパークまるごとバードウォッチング」
（ゴビウス・グリーンパーク）10:00～12:00 参加費100円（定員20名） ☎0853-63-0787

私のブックマーク 満月の夜の読書会（米子城山）18:00～
2000円（書籍代込み）※書籍持参の方は、５００円引き ☎0859-29-5276

第38回米子西高等学校吹奏楽部 定期演奏会
（米子CC）400円 16:30～18:30 ☎0859-22-7421

スノーキッズデイ（だいせんホワイトリゾート）
子供1日券3500円→2000円 レンタル料金→1500円 ☎0859-52-2315

松江ゴーストツアー カラコロコース（松江城周辺）
17:00～ 1500円 ☎0852-23-5470

スノーシュー（大山）  積雪状況により開催予定。 
☎0859-52-2502（大山町観光案内所）

第9回 まつえ暖談食フェスタ（松江市内各所）～2/28（月）
参加無料 ☎0852-27-5843

巨大ブナを見に行こう（大山自然歴史館）9:00～13:00 
1500円 定員20名（先着順） 募集期間1/5（水）～22（土）電話申込み ☎0859-52-2327

第21回新春かるたを楽しむ集い（島根県立八雲立つ風土記の丘）13:30～16:00 
友の会会員200円、一般300円、高校生以下無料 定員40名（要申込） ☎0852-23-2485

アンサンブル・ヴァンヴェール1st コンサート（米子CC）
開場13:30 開演14:00 一般1000円 高校生以下500円 ☎080-3058-4497

映画「ヒックとドラゴン」（夢みなとタワー）午前10:00～　午後13:30～ 
入館料　大人300円・小中学生150円 ☎0859-47-3800

大山ホワイトウォーク（大山）受付9:00～・出発10:00 
要事前申込 先着30名 締切1/23（日） 一人1500円 ☎0859-52-2502

仮装して滑走大会（だいせんホワイトリゾート（中の原エリア））
10:00～ 参加無料 ☎0859-52-2315

パンジー・ビオラまつり（とっとり花回廊）～2/13（日） ☎0859-48-3030

米子高専吹奏楽部第21回定期演奏会（米子文化）
14:00～16:00 無料 ☎0859-24-5179

新月のご来迎ウォークと朝活会（米子城山）早朝6:30～ 
1000円 ☎0859-29-5276

松江ゴーストツアー カラコロコース（松江城周辺）
17:00～ 1500円 ☎0852-23-5470

島村絢沙 新春ヴァイオリンコンサート（米子全日空ホテル）開場16:00 開演16:30 
全席自由 一人2,500円 二人ペア4,500円 休憩時にスイーツとコーヒーのサービスあり ☎0859-26-3980

わくわくGPひろば「風に向かうかざみどり作り」（宍道湖グリーンパーク）10:00～15:00 
参加費100円（定員30名）申し込みは開催2週間前から☎0853-63-0787（FAX：0853-63-0797）

アニメ映画「西遊記」（島根県立美術館ホール）11:00～ 14:00～（2回上映） 
鑑賞無料（190席／当日先着順） ☎0852-55-4700

米子水鳥公園絵画コンクール作品展（水鳥公園）～3/12（土）
入館料300円 ☎0859-24-6139

出雲大社 節分祭（出雲大社） 
9:00～  無料 ☎0853-53-3100

熊野大社 節分祭（松江市熊野大社） 
11:00～  無料 ☎0852-54-0087

須佐神社 節分祭（出雲市須佐神社） 
無料 ☎0853-84-0605

爆笑バトルライブツアー2011in島根（島根県民会館）12:00・15:00（2回公演） 
全席指定3500円（当日4000円） ☎0852-22-5556

「牡丹コラボレーション假屋崎省吾」デモンストレーション(由志園）
11:00・14:00・17:30 SS席3500円 S席3000円 A席2500円 定員200名 ☎0852-76-2255

自然観察会「バードウォッチングをはじめよう！」（水鳥公園）
10:00～11:30 入館料300円 ☎0859-24-6139

名画劇場「やさしい嘘と贈り物」（島根県民会館）14:00・18:30（2回上映） 
前売1000円・当日1200円・会員800円 ☎0852-22-5556

冬の森スノーシュー観察会（大山自然歴史館）9:00～13:00 
1500円 定員20名（先着順）募集期間1/22（土）～2/5（土）電話申込 ☎0859-52-2327

自然観察会「田んぼの鳥ってどんな鳥？」（宍道湖グリーンパーク）
10:00～12:00 参加費100円（定員20名） ☎0853-63-0787

とっとり就職フェア2011・2月（米子CC）受付12:00 開催13:00
 無料 ☎0857-24-4740

ファミリーデイ（だいせんホワイトリゾート）
親子券7000円→5000円 ☎0859-52-2315

ダンス・フェス１　ver２（米子文化）～13（日）
2/12 18：00～  2/13 14：00～ 500円 ☎0859-35-4171

森の楽校 in 大山 冬の森遊び編（桝水高原スキー場周辺）～2/6（日）
11:00～16:00の間で1日3回実施 1000円 ☎0859-29-5276

森の楽校 in 大山 冬の森遊び編（桝水高原スキー場周辺）～13（日）
11:00～16:00の間で1日3回実施 1000円 ☎0859-29-5276

劇団四季ミュージカル「エルコスの祈り」（米子文化）
18：00～20：00 全席指定4000円 ☎0859-33-5515

私のブックマーク 満月の夜の読書会（桝水高原スキー場周辺）18:30～ 
3000円（書籍代込み）※書籍持参の方は、５００円引き ☎0859-29-5276

ビッグシップ探検ツアー（米子CC）13:30～16:00 
無料（要申込み） ☎0859-35-8111

冬の横手道を歩こう（大山自然歴史館）9:00～14:00 
定員20名（中学生以上対象 先着順）募集期間1/29（土）～2/12（土）電話申込 ☎0859-52-2327

世界湿地の日記念企画「中海の恵みを味わおう会」（水鳥公園）10:00～13:00 
小学生以上先着15名・要申し込み・参加費300円（入館料込み） ☎0859-24-6139

やすぎの技（わざ）を体験！！「職人の桜餅作り」体験（広瀬交流センター）
10:00～12:00 1000円　定員10名 ☎0854-23-7667

らんまつり（とっとり花回廊）～3/27（日） ☎0859-48-3030

とっとりアニカルまつり零（米子CC） 
開場13:00 開演14:00 全席指定2000円 ☎0859-21-5655

森鷗外映画上映会「山椒大夫」（島根県立美術館ホール） 
10:30～ 14:00～（2回上映） 鑑賞無料（190席／当日先着順） ☎0852-55-4700

生きもの観察会「シラウオを調べてみよう」（宍道湖自然館ゴビウス）10:00～12:00 
大人500円、小中高校生260円 （定員15名）※申込、お問い合わせは2週間前から☎0853-63-7100

スノーキッズデイ（だいせんホワイトリゾート）
子供1日券3500円→2000円 レンタル料金→1500円 ☎0859-52-2315

米子管弦楽団第23回定期演奏会（米子文化）14:00～16:00 
一般1200円（当日1500円）高校生以下無料 ☎0859-56-3015

新月からリスタートをする、日の出と朝を楽しむ自然体験＆暮らし方
生き方提案プログラムです。2011年初の新月は御用始の1月4日。
日の出を見た後は、それぞれの朝の予定、出勤時間にあわせての自由
解散となります。1月の朝をたのしむ活動、朝活は朝書道「書初め」です。
問合せお申込みは、電話またはHPからメールにて　http://www.daisen-seren.net/

認知症や高次脳機能障がい、聴覚障がい、発達障がいなど、見た目にはわからない
障がいの人や、その当事者の家族の生活における不自由さには、それぞれ共通したことが多くあります。
本ミニシンポジウムでは、障がいのある当事者や、その当事者の家族が生活上の不自由さを話すことから
「見えにくい障がい」についての理解を深め、障がいがあっても安心してくらし続けられる地域にしていくため、
開催するものです。

2月20日は「職人の桜餅作り」体験♪みんな大好きなスウィーツのレシピをマスターしませんか？
安来市商工会若手ネットワーク「yasugi職人ライフ」のみなさんが講師となって、安来市観光体験プログラムを
開催いたします。職人こだわりの逸品作りを、家族や友達同士で体験してみませんか？

今回は2 Daysに
スケールアップ。
ストリート、バレエ、ジャズ、
フラメンコ、チアetc
両日合わせて約40団体が
ホールに集結！

「シラウオの体はどうして透明なの？」「どんなエサを食べているの」などシラウオに関する謎や疑問にせまる
2時間。今年も人工授精体験があります。

50年後の未来、学校や親たちからオチコボレ・問題児と決めつけられ、かたくなな心を持った子供たちが
集められたユートピア学園。笑うことさえ忘れてしまい、暗く閉ざされた毎日を送っていた子供たちのもとへ、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1台のロボットがやってくる。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　その名は「エルリック・コスモス」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　通称“エルコス”・・・。

2/13日～14月 バレンタインイベント（夢みなとタワー）9:00～17:00 
男性入館者にチョコのプレゼント！（各日先着50名）カップルでの入館料1割引き。 ☎0859-47-3800

1/15土～3/13日 
DAI-SKIキャンペーン2011
使い終わったリフト券で豪華プレゼントをGET！！
抽選でバリ島の旅4日間（ペア1組）やリフト券、
お食事券など、あなたのそのリフト券が豪華な
プレゼントになるかもしれませんよ！？
■応募期間 1/15（土）～3/13（日）
※抽選日3/20（日）

■応募箱設置場所
大山情報館・豪円山連絡リフト乗り場・サービスセンター
豪円山ロッジ・中の原スキーセンター・ロッジ大山
●問い合わせ／TEL.0859-52-2315
（だいせんホワイトリゾートサービスセンター）

松江城と周辺城下町 観光ガイド 9:00／13:30（毎日2便）
松江城と周辺城下町を地元のおもてなしガイドがご案内します。
城下町情緒が残る松江の歴史と文化をより詳しくより楽しくご案内。
松江への旅がより楽しい思い出になりますように☆
Aコース640円 Bコース1500円 Cコース2700円
（各コース当日受付可能）
問合せ NPO松江ツーリズム研究会 ☎0852-23-5470

11/22月～1/21金「ちょっこしレター」募集中！（安来市）
夫から妻へ、妻から夫への感謝の手紙「ちょっこしレター」を募集しています。
最優秀賞には賞金5万円を贈呈。詳しくは安来市観光サイトへ。
http://www.city.yasugi.shimane.jp/kanko/　　
☎0854-23-3340（安来市） 
または☎0854-23-7667（安来市観光協会）

アナタだけの個性的なスタイルで華麗に滑走しちゃってください！
今大会はコスプレの部も追加され、ゲレンデはますますヒートアップ！！　
そして、なんと今年は10回記念として参加者に黒毛和牛セットをプレゼント。
あなたもグランプリ賞金10万円を目指してお気に入りのコスチュームで
チャレンジしてください。もちろん、見るだけでも楽しいですよ。

11/10水～4/10日  
松江堀川遊覧船 こたつ船 
☎0852-27-0417
"冬季限定こたつ船！冬はこたつで
暖か乗船。下記日程の日曜日にご
乗船されたお客様には手湯・足湯・
しじみ汁をサービス！"
1月9,16,23,30日、
2月6,13,20,27日 
※尚、このサービスは
　ふれあい乗船場に限ります。

北米東部。プラモデルオタクのレイ、引きこもりピアニストのモー
リー、エアギターを生きがいとする女子大生リサの3兄妹は、それぞ
れ自分の世界に閉じこもって生きていた。そんな中、母親の死をきっ

かけにやって来た“ばーちゃん”（もたいまさこ）は、英語がまったくしゃべれず、毎朝トイレから出て来る度に必ず
深いため息をつき、3兄弟は気になってしょうがない。次から次へと起こる小さな出来事によって、バラバラだっ
た3兄弟と“ばーちゃん”との絆が深まっていき・・・。「かもめ食堂」「めがね」の荻上直子監督最新作。
荻上作品ではおなじみのフードスタイリスト飯島奈美さんによる家庭料理にも注目！（2010年／日本／1時間49分）

今年も旬のお笑い芸人が大集結！ 
とにかく新春から、
たくさん笑ってちょうだい！！
出演：サンドウィッチマン・U字工事・
ナイツ・小島よしお・いとうあさこ・
インスタントジョンソン・マイコーりょう
　全7組

2/5土松江ゴーストツアー へるんコース（松江城周辺）
15:00～ 5800円 ☎0852-23-5470

2/6日スノーシュー（大山）  積雪状況により開催予定。 
☎0859-52-2502（大山町観光案内所）

出演者はスケジュールの都合により一部変更になる場合があります。

ファミリーデイ・スノーキッズデイ
シーズン中の3日間限定で親子券、
子供1日券がお得！
ファミリーデイ
1/10（月・祝）・2/13（日）・3/13（日）
親子券7000円→5000円
スノーキッズデイ
1/16（日）・2/20（日）・3/6（日）
子供1日券3500円→2000円
レンタル料金→1500円
●問い合わせ／TEL.0859-52-2315
（だいせんホワイトリゾートサービスセンター）

バリ島の旅4日間（ペア1組）
リフト券（共通シーズン券）（3名様）
リフト券（共通1日券）（50名様）
オリジナルグッズ（50名様）
お食事券（1000円分）（200名様）

■景品

2011年の満月の読書会は、谷川俊太郎の詩集を使って、焚き火やキャンドルの炎と満月の月光の中で、実施
してゆきます。お月様と暗闇、読書を楽しむ大人向けの自然体験プログラムです。

当日、登閣の方　
先着100名様に
プレゼントあり！
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リフト券で
バリ旅行が
当たっちゃう！？


