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イベントカレンダー（保存版）
☎=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
（3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  
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  
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

暖かい春の日差しに誘われて、4月のとっとり花回廊の園内は一気に花盛
りに・・・。4月上旬は園内の200本の桜が満開に、そして中旬になると20万
球の色鮮やかなチューリップが開花します。下旬には、花の丘では5万株の
パンジーと同じく5万株のアイスランドポピーが満開となり、大山を背景に
一面のお花畑をお楽しみいただけます。園内のレストランが和風スタイル
にリニューアル、そして年間パスポートが5000円から3500円に値下げに
なるなど、より楽しんでいただけるよう変化の始まる年です。お楽しみに！
●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！！

スプリングフェスティバルスプリングフェスティバル
4/2土～5/5木（祝）4/2土～5/5木（祝）

『中海圏域連携事業補助金』交付団体募集
（H23年度第1次募集Ｈ23/4/1～4/30）
中海市長会では、中海圏域の住民の連携と連帯を深めるための主体的・創造的な活
動に補助金を交付します。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.nakaumi.jp/

中海市長会では、H２３年度も様々な事業を行います。
また、米子市、境港市、松江市、安来市、東出雲町でも、それぞれたくさんのイベ
ントなどが予定されているようです。詳しいことが決まり次第、この欄や中海市
長会ホームページでもお知らせしていきますので、お楽しみに！！

発着時刻は変更になる場合があります。 ●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

新
刊・新
譜
情
報

『蛇足』や『漁夫の利』などの故事成
語を4コマ漫画でわかりやすく解説。
どういう意味があって出来上がった言
葉なのか小中学校副教材として使わ
れるほど分りやすい!!
大人の方にもオススメです。

資
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の
学
校

昨年行われた“大山ミュージックリゾート”で
も、その歌声のユニークさで完全に観客を
トリコにしていました。いえ、それよりも、もしかしたら、共演のミュージ
シャンたちに大きな印象を与えていたかもしれません。それくらいのイ
ンパクトでした。待望の新作のジャケットは隠岐で撮影したという、昭和
テイスト漂うスーパーでの、おじさんのポートレート。このどこか懐かしい
感じがBeijyさんのイメージにぴったり合います。

■  漫画　故事成語 
　 境港市観光協会
 　200円（税込）　 

■ ひとしずくのヒカリ
　  アーチスト : Beijy
    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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第14回美保関町のヤブ椿・盆栽展（メテオプラザ） 
～3/6 10:00～17:00 無料 ☎0852-72-3939

平成22年度「アート交流ひろば」（米子CC） 3/1～21（三期開催） 
10:00～17:00（最終日は16:00まで）無料 ☎0859-35-8111

新月のご来迎ウォークと朝活会（米子城山）早朝5:30～ 
1000円 ●http://www.daisen-seren.net/

自然観察会「コハクチョウの北帰行を見送ろう！」（水鳥公園）7:00～8:30 
入館料300円 ☎0859-24-6139

おひなさま発表会（米子市児童文化センター）9:00～17:00 無料 ☎0859-34-5455

スノーキッズデー（だいせんホワイトリゾート）子供1日券、レンタル料がお得！ ☎0859-52-2315

津和野の伝統舞踊「鷺舞」（島根県立美術館）11:00～ 14:00～ 
（各回約20～30分）鑑賞無料 ☎0852-55-4700

狂言様式による新作「ぷろぽおず」（島根県民会館）開場18:30 開演19:00 
S席4200円・A席3200円 ☎0852-22-5556

ビックシップナイトクルージング “春の宴 ～和楽器とフルートのコラボレーション～”（米子CC）
開場18:15 開演19:00 700円（1ドリンク＆フード付） ☎0859-35-8111

ジェラール・プーレ ヴァイオリンリサイタル（米子市文化）開場18:00 開演18:45 
会員制（当日入会可） ☎0859-34-3173

名画劇場「キャタピラー」（島根県民会館） 14:00・18:30（2回上映） 
前売1000円・当日1200円 ☎0852-22-5556

裏方さんのお仕事シリーズ－朗読劇「小泉八雲の怪談」
（島根県民会館）開場13:30 開演14:00 無料 ☎0852-22-5510

松江城 椿まつり（松江城） 3/12～13 12日10:00～16:30 13日9:30～16:00 
☎0852-21-4030

映画「オープン・シーズン」（夢みなとタワー）10:00～ 13:30～（2回上映） 
入館料のみ　大人300円・小中学生150円 ☎0859-47-3800

ファミリーデー（だいせんホワイトリゾート）
親子券がお得！ ☎0859-52-2315

年に一度の無料開放デー ミュージアムフェスティバル 
春の大感謝祭2011（島根県立美術館）10:00～閉館（18:43）まで  ☎0852-55-4700

米子市文化ホール童謡特別講座「みんなで歌う童謡メドレー」 （米子文化）
14:00～16:00 入場無料  ☎0859-35-4171

プロレスリング・ノア「Navig in March 2011」米子大会（米子CC）18:30～ 
Ｓ席7000円　A席5000円　B席4000円　当日A・B席のみ　500円増 ☎03-3527-5311

夢みなとタワー 春イベント（夢みなとタワー）～3/21
入館料大人300円・小中学生150円 ☎0859-47-3800

松江歴史館・松江開府400年記念博覧会
オープニングイベント（松江歴史館）☎0852-32-1607

椿谷探訪（松江城山公園椿谷周辺）13:00～15:30 
無料 ☎0852-21-4030

クリスマスローズ講演会（とっとり花回廊）13:00～ 
☎0859-48-3030

私のブックマーク 満月の夜の読書会（だちょう観光農園）
18:30～ 1500円 ●http://www.daisen-seren.net/

まつえレディースハーフマラソン（松江市内一円）☎0852-22-7607

手作り自然教室「羊毛フェルトでカワイイ鳥を作ってみよう！」（水鳥公園）
10:00～12:00 入館料込み参加費500円（先着20名、要予約）☎0859-24-6139

 安野光雅 記念講演会「絵本のはなし」（島根県立美術館）14:00～ 
（13:30開場 ／ 約90分）聴講無料 （190席／当日先着順）☎0852-55-4700

星野まり子ピアノ教室発表会（米子CC）開場17:30 開演18:00 
無料 ☎0859-34-0103

春のBSSまつり（くにびきメッセ）9:00～16:30 ☎0859-33-2111

やすぎの技（わざ）を体験！！「織りと染め」体験（安来市 奥田原交流センター）
9:00～12:00 1000～1500円 ☎0854-23-7667

すいせん祭り2011（松江イングリッシュガーデン）～4/10 
9:00～17:30 無料 ☎0852-36-3030

ワークショップ エコバック作り（夢みなとタワー）13:30～15:00 
定員30名 参加費300円 ☎0859-47-3800

フリーマーケット（夢みなとタワー） ～3/27  10:00～14:00 
入場無料　掘り出し物が見つかるかも♪ ☎0859-47-3800

Dragon Ash Tour Rampage（米子CC）開場17:00 開演18:00 
5800円　整理番号付 Standing ☎086-231-3531

やすぎの技（わざ）を体験！！「鍛造燭台作り」体験
（安来市 鍛冶工房弘光）13:00～15:00 3000円 ☎0854-23-7667

安来公園桜まつり（安来公園）無料 ☎0854-23-7667

ワークショップ パーラービーズ作り（夢みなとタワー）
10:30～ 13:30～ 定員15名 参加費400円 ☎0859-47-3800

米子市少年少女合唱団 第13回定期演奏会
（米子CC）14:00開演 無料 ☎0859-34-5455

詳細
表紙

詳細
表紙

詳細
表紙 詳細

表紙

2011 米子桜まつり（湊山公園）～4/10
※桜の開花状況により、変更あり ☎0859-37-2311

やすぎのひなめぐり（安来市内）～4/4
無料（※「富田のひな流し」一人500円） ☎0854-23-7667

加茂川・中海遊覧「さくら船」 ～4/10 ※桜の開花状況により、変更あり 10:00・14:00
（所要時間　約40分）　大人1200円　小人600（要予約）☎0859-22-6317

桜ウィーク（とっとり花回廊） 4/2～4/10 ☎0859-48-3030

スプリングフェスティバル（とっとり花回廊） 
4/2～5/5 ☎0859-48-3030

演歌！ふたりのビッグショー ～松原のぶえ・大泉逸郎～（米子CC）
開場18:00 開演18:30 全席指定5000円 ☎0225-22-0934

スポーツ観光マイスター小原 工（おばらたくみ）と歩く米子城跡お花見ウォーク（米子城跡、湊山公園周辺）
11:00～12:30 ※少雨決行 500円（小学生未満は無料 要予約）※飲料、保険料込 ☎0859-37-2311

青柴垣神事（美保関）☎090-4651-8884

詳細
表紙

新月のご来迎ウォークと朝活会（米子城山）早朝5:00～ 
1000円 ●http://www.daisen-seren.net/

第4回おだか花まつり（シャトーおだか 杉原盛重記念碑広場）
9:00～ 無料 ☎０８０-５３４９-８３５０（事務局：小椋）

チェリーロードさくら祭り（島根町 佐波～野波間）☎0852-85-2817

Spitz JAMBOREE TOUR “とげまる2011”（米子CC）
開場17:15 開演18:00 全席指定5400円 ☎086-231-3531

県民会館フリマ祭（島根県民会館）10:00～ 
無料 ☎0852-22-5507

私のブックマーク 満月の夜の読書会（夜桜と月がきれいなところ。調整中。）18:30～ 
1500円 ●http://www.daisen-seren.net/

都山流尺八楽会演奏会（米子CC）
13:00～17:00 1000円 ☎0859-32-2851

ミッフィーひろばｉｎ花回廊（とっとり花回廊） 
4/16～24 ☎0859-48-3030

御櫛祭（春大祭）（熊野大社）
☎0852-54-0087

子どもラムサールクラブ1「水鳥公園の秘密の場所を探検！」（全12回）（水鳥公園）9:00～12:00 
初回参加費2600円※小学生先着30名 要予約 一年間活動する意志がある子対象 ☎0859-24-6139

2011ぼたん祭（松江市八束支所周辺） 4/20～5/5 
☎0852-55-5822

松江武者行列（松江市内各所） 12:30～式典 
12:50～行列開始 ☎0852-55-5214

第6回弥生の国邑写真コンクール作品募集！
（むきばんだ史跡公園）～平成24年1/31 ☎0859-37-4000

2010 日本作曲家協会 作曲コンテストグランプリ受賞記念 石田光輝・島津悦子ジョイントコンサート
（米子文化）14:30開場 15:00開演 前売3500円 当日4000円 （全席自由席） ☎0859-48-0223

むきばんだ弥生の森講座1「春の自然を味わおう！」（むきばんだ史跡公園）
13:00～16:00 無料 定員30名程度 申込期限4/15（金）☎0859-37-4000

月照寺 茶筌供養（月照寺）☎0852-21-6056

第50回池坊中国五県連合花展（米子CC） 4/23～24 
23日10:00～18:00 24日10:00～16:00 無料 ☎0859-32-6303

むきばんだ遺跡 新緑まつり（むきばんだ史跡公園）10:00～15:30 
無料（但し古代体験等一部要材料費）☎0859-37-4000

熊野大社 長寿祭（熊野大社）☎0852-54-0087

GW自然観察会「水鳥公園一周ガイドウォーク」（水鳥公園） 4/29・30 
10:00～12:00 入館料300円 ☎0859-24-6139

GW手作り自然教室「生き物缶バッチを作ろう！」（水鳥公園）～5/5
缶バッチ1個につき100円（入館料300円別途必要）申し込み不要 ☎0859-24-6139

お城まつり（松江城） ～4/15 ☎0852-21-4030 詳細
表紙

大山の四季写真コンテスト作品展（大山公民館） 4/20～5/12 
第46回大山の四季写真コンテストの入賞作品28点を展示。☎0859-52-2502（大山町観光案内所）

2/26土～3/27日らんまつり（とっとり花回廊）☎0859-48-3030

2/2水～3/12日第16回米子水鳥公園絵画コンクール作品展（水鳥公園ネイチャーセンター）
入館料300円必要 ☎0859-24-6139

お菓子が
なくなり次第終了

5/1日、3火、15日 淡交会米子支部伯耆青年部主催 ほのぼの茶席
（圓流院）10:00～15:00 一服(お菓子付)300円 ☎0859-21-3266

3/1火～11/30水期間中毎日運航 ※松江水郷際の開催日は除く 出航時間：夕日が沈む20分前（前日までにご予約ください）　
宍道湖ジュエリークルージング  宍道湖の沈みゆく夕日、松江の水面に映る美しい夜景
をクルーズの上からお楽しみいただけます。松江ふれんち郷土料理／宝石箱幕の内を味わい、
湖上から松江の夜景を存分にお楽しみいただけます。NPO法人松江ツーリズム研究会 ☎0852-23-5481

5/3火・4水 9:30～16:30（4日は16:00まで）　
第16回やすぎ刃物まつり  
高級刃物の素材となる良質な「ヤスキハガネ」の生産地、安来市。
今年で16回目を迎える『やすぎ刃物まつり』は、全国各地の刃物
を一堂に集結し、ご紹介や直販をするイベントです。イベントには
全国の主要な刃物の産地からの出店が多数あり、まさに刃物の
祭典と言えます。
開催場所／安来市街地（安来市安来町大市場周辺）・安来市民会館・和鋼博物館
☎0854-23-3335（やすぎ刃物まつり実行委員会（安来市商工観光課））

4月、5月の土日祝日　日野川くだり（ラフティング）  
日野川上流をラフト（ゴムボート）で豪快に下るイベントです。
日野川上流の新たな魅力を見つける冒険。自然を満喫しながら、
仲間とともにゴールを目指そう！！
半日コース9:00/13:00　 1日コース9:00 （共に30分前から受付）
集合場所／鳥取県日野郡日野町下榎1183 リバーサイドひの駐車場
【半日コース】大人1名3000円、中学生以下2500円、親子5000円
【１日コース】大人1名6000円、中学生以下3000円、親子8000円
☎0859-72-2107（日野町教育委員会）

八重垣神社 定時ガイド  
（10:00/11:00/13:00/14:00/15:00 毎日5便）※1/1～5は除く
縁結びスポットとして有名になった八重垣神社を、着物を
着た縁結び娘が、無料でくまなくガイドします。
※集合場所／八重垣神社宝物館前
　（予約不要）所要時間約30分
☎0852-23-5481（NPO法人松江ツーリズム研究会）

3月26日は「織りと染め」体験。あなただけのハンカチやスカーフを染めてみませんか？　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。
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？

湊山公園自由広場から中海護岸、彫刻ロード（中海沿い）、米子城跡や湊山公園の桜を見ながら楽しくウォーク
しませんか。誰でも気軽に参加でき、特にファミリーでの参加がおススメです。
■締め切り 3/24（木）まで　米子市観光協会☎0859-37-2311

毎月第二日曜日に水鳥公園に集まって、四季の自然に触れる子ども企画です。
初日である今回は、企画の説明と保護区内の探検をします。
●対象／小学生先着30名。要予約。一年間活動する意志がある子対象。
●参加費／初回参加費2600円（年間パスポート1名分、野鳥図鑑2冊）。
　　　　　以後、必要に応じて若干の材料費などを頂く場合があります。
●集合／水鳥公園ネイチャーセンター

むきばんだ遺跡 新緑まつり
弥生のムラの復元完成を祝って、儀式や古代の音色コンサート、もちつき大会
などさまざまな楽しい催し物を予定。火おこし体験や、勾玉づくり体験、古代食
を味わったりして、古代体験を楽しみませんか。
※古代体験については一部材料費が必要な
ものがあります。

第6回弥生の国邑写真コンクール
中国の歴史書「魏志倭人伝」に描かれた「山島に依りて国邑をなす」の一文を彷
彿させる遺跡の特色をとらえた写真を撮影し、作品を応募していただきコンク
ールを行います。応募して頂いた作品につきましては、体験・学習施設「弥生の
館むきばんだ」にて展示させて頂きます。

【入賞】最優秀賞1点（賞状、賞金30000円）、優秀賞3点（賞状、賞金10000円）、むきばんだ賞5点（賞状）
【応募条件】募集期間中に撮影された未発表作品。カラープリントA4サイズ以上の単体写真。入賞作品の著
作権は主催者に帰属します。
【募集期間】H23年4/22（金）9:00 ～H24年1/31（火）

素戔嗚尊が斐伊川上流で八岐大蛇を退治した時、櫛稲田姫に結納とし
て御櫛を渡したという故事にちなんだ御祭です。午後3時からは地元の
中学生の女生徒たちが早乙女となり、菅笠に絣の着物をまとい、赤たす
きをかけて笛や太鼓にあわせて田植歌を歌いながら苗に見立てた松葉
を植えて豊作を祈ります。

島根県民会館のロビーや屋外で様々なイベントを開催。
フリーマーケット、バックステージツアー、アートフリマ、ロビーコンサート、
飲食ブースなど子どもから大人までたっぷりと春の一日を過ごして下さい。

普段入ることができない水鳥公園の保護区内を、指導員が特別にご案内。 
●対象／元気に歩ける方ならどなたでも参加できます。申し込み不要。
●集合場所／水鳥公園ネイチャーセンター

3/27日 鷲見三郎顕彰事業「米子ユースオーケストラ演奏会」  
（米子文化）14：00～16：00 無料（整理券が必要） ☎0859-35-4171 4/17日 がいなライブハウス（米子CC）

開場16:00  開演17:00 
入場料1000円（１ドリンク付き） 
☎090-9419-6163（マツナミ）

3/27日 バスで行く！「因幡伯耆国開運八社巡り」ツアー  9:00～16:00 
参加費 2000円 ●http://www.yonago-navi.jp/

3月27日は「鍛造燭台作り
」体験。世界に1つの燭台
を作ってみませんか？
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。
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？

狂言様式による新作「ぷろぽおず」（同時上演古典狂言「鎌腹」）
豆腐のように、いつの世も広く愛され、飽きのこない、味わい深い。
そんな「お豆腐狂言」をめざし、親しまれている茂山千五郎家の人気若手狂言師
3人が、狂言の技法を駆使し、チェーホフの戯曲に挑戦する話題の舞台です。

名画劇場「キャタピラー」
寺島しのぶ主演。第60回ベルリン国際映画祭最優秀女優賞
（銀熊賞）を受賞した若松孝二監督の究極の反戦映画を山陰
初上映！ 勇ましく出征した夫・久蔵が頭と胴体だけの姿にな
って帰ってくる。そんな姿になっても久蔵の食欲・性欲は変
わらず、「生ける軍神」の妻としてシゲ子は世話に明け暮れる
。敗戦が色濃くなっていく中、久蔵の脳裏に、かつて大陸で犯し、刺し殺した女たちの姿が
フラッシュバックする。1945年8月15日。久蔵とシゲ子に、敗戦の日が訪れた・・・。 
※この作品はR-15指定の為、15歳未満の方の観賞はご遠慮下さい。

■イベント内容
・有名産地から刃物や砥石の業者が商品を即売 
 (明治町～大市場～中市場)
・安来アウトドアナイフショー2011（安来市民会館ホール）
・古代たたら操業（安来市民会館駐車場）
・刃物鍛造体験（大市場駐車場）

・包丁研ぎコーナー（大市場駐車場）
・子供の遊び（子供遊具）コーナー（吉岡駐車場）
・鉛筆けずり体験（吉岡駐車場） 
・ステージイベント（コーラスなど）（島根銀行駐車場） 
・市特産品展示即売 （明治町～大市場～中市場）
・クラシックカー展示（本町通り）

お馴染み、牡丹の島「大根島」にて牡丹づくしのイベントが満載。約350本の作品が
ズラリと並ぶ「牡丹切花品評会」、牡丹と春の花がいっぱいの「散策花壇」、「うまいも
ん屋台村」、「地元郷土芸能ステージ」など、春の大根島をお楽しみいただけます。

旧加茂川沿いの桜並木を遊覧船から、ゆっくり眺めてみませんか。また、中海からは
湊山公園の桜や天気が良ければ山陰の名峰「大山」の姿も楽しめます。
※時間外については、要問合わせ。 米子市観光案内所☎0859-22-6317

出演／ペントハウス、JEFF'S HAT、カマタニBand、
　　　LA GOON、ESHICO
　　　他、ダンスチーム３グループを予定

予
告

撮影：吉川信之


