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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
（5月ダイヤ）

着空港           　  米子空港発　着空港着  
東　京（羽　田）　　07：05　　08：25  
東　京（羽　田）　　09：00　　10：20  
東　京（羽　田）　　12：25　　13：45  
東　京（羽　田）　　15:35　　16:55  
東　京（羽　田）　　20:40　　22:00  
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）　　06：50　　08：05  
東　京（羽　田）　　10：25　　11：45  
東　京（羽　田）　　13：30　　14：50  
東　京（羽　田）　　17:50　　19:10  
東　京（羽　田）　　20：00　　21：20  
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 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！！

～新緑の輝く庭へようこそ～　
ばら＆ゆりまつり
～新緑の輝く庭へようこそ～　
ばら＆ゆりまつり
ばらまつり 5/21土～6/5日
ゆりまつり 6/11土～7/3日
ばらまつり 5/21土～6/5日
ゆりまつり 6/11土～7/3日

【海外商談会参加等支援補助金】交付団体（企業）募集中！
中海市長会では、海外で開催される商談会に参加・出展、並びに海外市場調査等を
行う企業（団体）を支援しています。
●≪補助金額≫支援の対象となる経費の1/2以内、50万円を限度。
●≪応募期間≫平成23年4月1日（金）～平成24年1月31日（火）まで 
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。
中海市長会の取り組みや中海圏域各市町の情報は、中海市長会ホームページでご
覧いただけます。また、お問い合わせなどありましたら、以下までご連絡ください。
中海市長会事務局（米子市役所企画課内）　
●【電話】0859-23-5376　【FAX】0859-23-5392
●【メール】nakaumi@city.yonago.lg.jp 
●【ホームページ】http://www.nakaumi.jp/index.html

発着時刻は変更になる場合があります。

新緑シーズンのとっとり花回廊は、バラとユリの美しさを堪能できます。5
月中旬から見頃となるバラ園は、190品種、1,000株のバラが咲き花の宝
石箱のよう・・。豪華な大輪のバラ・ハイブリッドティをはじめ、壁やアーチを
覆い尽くすように咲くツルバラ、素朴な原種バラなど様々な個性を持った
バラをお楽しみいただけます。6月中旬からは、とっとり花回廊のメインフ
ラワー・ユリの季節。100品種9万球の色鮮やかなユリが園内を彩るほか、
他では見られない原種のゆりも展示します。
●問い合わせ先／TEL 0859-48-3030（とっとり花回廊）
●入園料／大人1,000円　小中学生500円　小学生未満無料

花回廊ムーンライトフラワーガーデン開催日MFG
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のんびりと山陰の空の下でごはん
を食べよう！おにぎりやからあげの
定番もいいし、カレーを仕込んだり、
サンドイッチにピザ、天ぷらも外で
食べるなんて最高。おいしいお茶
も入れて、まったりと仲間と過ごそ
う。心も、体もすぅーっと軽くなる。見
てるだけでも元気になれる！

資
料
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供
／
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書
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本
の
学
校

美しい旋律を美しいヴァイオリンの調べで
こころゆくまでひたりたい、という人は少なく
ないだろう。「星に願いを」「虹の彼方へ」
「ダニーボーイ」「家路」「アメージンググレース」「カノン」の６曲を平均
して１０分、そんな願いをかなえてくれる。ヒーリング音楽とはつまるとこ
ろこういうことなのだ！と大声でいいふらしたいくらいだ･･･けれど。聴い
ているうちにそんなことはどうでもよくなってくる。どこまでも心地よく無
限に広がる音の空間に身をゆだねればよいのだから。

■  つながる外ごはん
　 /小学館
     1,575円（税込） 
　 　 

■ ワールド・ベスト・メロディーズ
　  アーチスト : ダニエル・コビアルカ
　  レーベル ： ＣＯＭＦＯＲＴ
    3,000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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シマネ健バンドコンサート（松江城二の丸下の段） 
14:00～ 無料 ☎0852-32-0400

THE ALFEE　Neo Universe 2011 I Love You （米子CC）
開場17:15　開演18:00 全席指定6800円 ☎086-231-3531

GW自然観察会「昔の中海の貝殻を掘りに行こう！」
（水鳥公園） 10:00～12:00 入館料300円 ☎0859-24-6139

しまね花の郷 家族でわくわくフラワーフェスタ（しまね花の郷） 5/3～5 
9:30～17:00 入園料 大人200円　小/中/高校生100円 ☎0853-20-1187

新月のご来迎ウォークと朝活会（米子城山） 早朝4:15～ 
1000円 ●http://www.daisen-seren.net/

藤まつり（住雲寺）  5/3～5 無料 ☎0859-53-3110

GW自然観察会「春の野草を探そう！」（水鳥公園） 10:00～12:00 
入館料300円 ☎0859-24-6139

第16回やすぎ刃物まつり（安来市街地） 5/3～4  9:30～16:30
（4日は16:00まで） ☎0854-23-3335 ●当日連絡先／☎0854-23-0007

GW自然観察会「コウモリの超音波を聴いてみよう！」（水鳥公園） 
18:30～19:30 入館料300円 ☎0859-24-6139

ゴスペルオーブコンサート（松江カラコロ工房） 14:00 
無料 ☎0852-20-7000

GW自然観察会「春の昆虫ウォッチング」（水鳥公園） 10:00～12:00 
入館料300円 ☎0859-24-6139

佐陀神能（佐太神社）演目/清目・八重垣 20:00～21:00 
1200円（中学生以下無料）各100名予約制 ☎0852-27-5843

こどもまつり（八雲立つ風土記の丘）  10:00～15:00 参加無料（一部有料コーナー有り） 
火起こし体験、古代衣装体験、軽食コーナーなどイベント満載。☎0852-23-2485

堀川遊覧船「春の花めぐり」（松江堀川ふれあい広場乗船場） 5/1～8  
8:30～17:00 大人1200円　小人600円 ☎0852-27-0417 

お茶会 IN 松江フォーゲルパーク（松江フォーゲルパーク） 
5/7～8  11:00～16:00 一席500円 ☎0852-88-9800

ガイナーレ鳥取 vs ジェフユナイテッド千葉
（とりぎんバードスタジアム）19:00  ☎0857-30-3033

松任谷由実コンサートツアー2011 Road Show（米子CC）
開場18:00 開演18:30 全席指定8400円 ☎086-221-8151

出雲大社 大祭礼（出雲大社） 5/14～16  ☎0853-53-3100

名画劇場「酔いがさめたら、うちに帰ろう。」（島根県民会館） 14:00・18:30
（2回上映） 前売1000・当日1200円・学割500円・小学生以下無料 ☎0852-22-5556

第12回オール山陰ダンス競技大会（米子CC）10:30～18:50 
3500円 ☎0859-27-3070

山陰の古事記謎解きの旅（初代出雲の王国 須佐之男の足跡を辿る）（米子～出雲） 
9:00～19:00 大人7500円（中・高校生500円引き、小学生1000円引き） ☎0859-37-2311

押尾コータローコンサートツアー2011"Hand to Hand"（米子CC） 
開場18:00 開演18:30 全席指定5000円 ☎086-231-3531

私のブックマーク 満月の夜の読書会「春の宴」（弓ヶ浜展望駐車場） 
18:30～ 2500円 ●http://www.daisen-seren.net/

映画「よなよなペンギン」（夢みなとタワー） 10:00～　13:30～ 
入館料のみ　大人300円・小中学生150円  ☎0859-47-3800

私のお気にいり展（松江イングリッシュガーデン） 5/21～6/5 
無料（体験2000円） ☎0852-36-3030

SEA TO SUMMIT 2011 皆生・大山 5/21～22 ☎06-6531-5524

ばらまつり（とっとり花回廊） 5/21～6/5 ☎0859-48-3030 

ムーンライトフラワーガーデン（とっとり花回廊） 
5/21～6/19の土日☎0859-48-3030

WAHAHA本舗全体公演「ワハハの力」（米子CC） 
開場17:00 開演18：00 全席指定7800円 ☎086-221-8151

ウサギについて学ぼう！（松江フォーゲルパーク） 13:00～13:15 
入園料 大人1500円 小・中学生750円 ☎0852-88-9800 

大山寺 御輿行幸（御幸）（大山博労座から大山寺本堂）
10:00～ ☎0859-52-2502

ビッグシップナイトクルージング“きらめく音のプリズム～野坂知子フルートコンサート”
（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

松下奈緒コンサートツアーScene♯25［米子公演］（米子CC） 
開場17:15 開演18:00 全席指定 前売券6300円 当日券6.800円 ☎0859-33-2111

Nagilax-Loftコンサート「Solaris Eiko JAZZ LIVE」（米子）19:00～（開場18:30)
一般3000円 大学生2000円 小・中・高校生1000円（コーヒー・ケーキ付）☎090-9069-2706

スポーツかくれんぼ 鳥取大会in大山（大山町周辺） 開会式・デモンストレーション10:00～ 
1チーム1500円（保険料含む）※宿泊料別途必要 ☎0859-52-2523

演劇「鎌塚氏、放り投げる」（島根県民会館） 開場18:00 開演18:30 
指定席5300円・自由席（前売）3300円・（当日）3800円・自由席ペア（前売のみ）6000円 ☎0852-22-5556

バスで行く！「因幡伯耆国開運八社巡り」ツアー（米子～日野町） 
9:00出発 2500円（大人・子供同料金） ☎0859-37-2311

長谷川洋とスタジオディーンの仕事～鳥取県の民話アニメーションづくり～（日南町美術館） 
5/28～7/10 一般500円、高校生300円、中学生以下は無料 ☎0859-77-1113

むきばんだウォーク（むきばんだ史跡公園及び周辺の史跡） 9:30～14:00 
要申し込み～5月13日まで 500円 ☎0859-37-4000

出雲大社 涼殿祭（出雲大社） 無料 ☎0853-53-3100

花菖蒲祭り（由志園） 6/1～30 入園料600円 ☎0852-76-2255

新月のご来迎ウォークと朝活会（米子城山） 早朝4:00～ 
1000円  ●http://www.daisen-seren.net/

とっとり県民カレッジ主催講座「未来をひらく鳥取学」（米子CC） 
開場13:00 開催13:30～15:15 資料代1.000円 要申し込み ☎0857-26-7944

2011再生神話の郷（さと）マラニック（大山町～米子市～伯耆町） 
7:30～16:00 参加費 一般3000円 受付締切5/25（水）まで ☎0859-37-2311

第65回大山夏山開き祭 山頂祭（大山山頂（弥山）） 
10:00～山頂祭神事 ☎0859-52-2502

第65回大山夏山開き祭 前夜祭（大神山神社奥宮～大山寺参道周辺） 
18:45～神事　19:30～たいまつ行列（雨天決行） ☎0859-52-2502

佐陀神能（佐太神社）演目/手草・日本武 20:00～21:00 
1200円（中学生以下無料）各100名予約制 ☎0852-27-5843

自然観察会「カルガモの親子ウォッチング」（水鳥公園） 13:30～15:00 
入館料300円 ☎0859-24-6139

ゆりまつり（とっとり花回廊） 6/11～7/3  ☎0859-48-3030

一畑薬師 八万四千仏供養祭・護摩供養（一畑薬師） 
11:00～ 祈願料有料 ☎0853-67-0111

米子シネマクラブ第77回例会～パリ20区、僕たちのクラス～
（米子CC） 1回目14:00 2回目19:00 ☎0859-23-1546

【ワークショップ】大山詩画てがみ教室（大山自然歴史館） 15名（先着順） 300円
 申込み受付5/20～6/4（電話申込）☎0859-52-2327

松江開府の径ウォーク（安来市内～松江城） 
受付9:00～ 1000円（募集締切5/31） ☎0852-32-0400

Three FOR Brazil BOSSA NOVA LIVE（皆生グランドホテル天水） 
（1st）18:00～ （2nd）20:30～ 8000円（フリードリンク付き） ☎0859-33-3531

私のブックマーク 満月の夜の読書会（だちょう観光農園） 
19:30～ 1500円 ●http://www.daisen-seren.net/

倖田來未コンサート KODA KUMI LIVE TOUR  2011 Dejavu（米子CC） 
開場17:30 開演18:30 一般指定席・ファミリーシート7800円 ☎086-231-3531

会員制（当日入会可） 
大人1000円 
（当日入会2.500円） 
中高生500円 
（当日入会1.500円） 

ガイナーレ鳥取 vs 京都サンガF.C.
（とりぎんバードスタジアム）13:00  ☎0857-30-3033

第26回大山ペンション村祭り「オープンデー」（西伯郡伯耆町
大山ペンション村）11:00～15:00　雨天決行 ☎0859-68-5001

ワールド･ジャグリング･デー in 松江（松江市内各所） 
6/18～19 ☎0852-32-7242

江原啓之しあわせ講演会（米子CC） 開場12:30 開催13:00 
全席指定5250円 ☎086-903-2001

むきばんだ弥生講座1 弥生土器作り（本格コース）（むきばんだ史跡公園） 
6/25～26 10:00～15:00 要申し込み～6月17日まで 無料 ☎0859-37-4000

映画「RAIL WAYS」（夢みなとタワー） 10:00～　13:30～ 
入館料のみ　大人300円・小中学生150円 ☎0859-47-3800

映画上映会「千年の恋 ひかる源氏物語」（島根県立美術館ホール）
10:30～ 14:00～ 鑑賞無料（175席／当日先着順） ☎0852-55-4700

熊野大社 大祓･夏越祭（熊野大社） ☎0852-54-0087

快ふぅ400円温泉《松江開府400年記念イベント》（玉造温泉） 
400円  月に一度の特別イベント。400円で温泉に入浴できます。  ☎0852-62-0634 

平成23年度米子市男女共同参画週間事業「かぷりあシネマの集い」（米子CC） 
13:30～15:30 18:30～20:30 （開場各30分前） ☎0859-23-5419

水前寺清子コンサート（米子CC） 開演18:30 A席5500円 B席4700円 ☎0859-33-7220

石川勝美氏講演会（米子CC） 13：00開場　13：30開演 無料 
プロゴルファー石川遼選手を育てた父、石川勝美氏の講演会です。　☎0859-33-1247 

トワイライト・ミュージアム2011（島根県立美術館ロビー） 
6/22～7/7 各日19:00～閉館時間（日没後30分）☎0852-55-4700

手作り自然教室「生き物の足跡標本を作ろう！」（水鳥公園） 
10:00～12:00 入館料込み500円 ☎0859-24-6139

ガイナーレ鳥取 vs 湘南ベルマーレ（とりぎんバードスタジアム）
18:00  ☎0857-30-3033
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6/12日 新緑萌える たたらの里 奥日野ツアー 8:30～17:30
（米子発・着、岸本・溝口・江府途中乗下車・可）参加料 4,800円（昼食代・美術館入館料含む） 
約100年前まで「たたら」の炎が燃えさかり、製鉄によって日本の近代化を支えてきた奥日野。新緑の
中、ふたつの「たたらの楽校」や、たたらに縁の福栄神社、金持（かもち）神社などにその歴史を訪ね
ます。日南町美術館で開催中の「鳥取県の民話アニメーション作り～」企画展も鑑賞。秘められた奥日
野の魅力がたっぷり堪能できるツアーです。申し込み・問い合わせ☎0120-753-305（チロル観光）

Ⓒ蛙男商会/DLE

4/16土～5/8日 牡丹園遊会（由志園） 
入園料600円 ☎0852-76-2255

大山の四季写真コンテスト作品展 
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
4/20水～5/12木  大山公民館
5/14土～6/5日 モンベル大山店2F  無料 ☎0859-52-2502

5/22日 「松江水燈路」特別企画 照明デザイナー内原智史氏の水燈路行灯ワークショップ
（松江歴史館 暮らしの大広間） 18:00～20:00　受付17:30～ 無料 （20名先着順） ☎0852-27-5843

5/15日 フラワーオークション（松江フォーゲルパーク） 11:30～ 100円から始まる
オークションは、普段購入出来ない品種の花や、鳥の羽根、卵の殻が出品される可能性あり☆

5月の土日祝日 日野川くだり（ラフティング） 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）

5/22日 ガイナーレ鳥取 vs 水戸ホーリーホック（とりぎんバードスタジアム）
16:00  ☎0857-30-3033

6/25土 大山歴史散歩（大山自然歴史館）10:30～14:00
20名（先着順） 1500円 申込み受付6/3～6/18（電話申込） ☎0859-52-2327 

5/14土・15日・21土・22日・28土・29日 五月の嫁ヶ島（嫁ヶ島 県立美術館横仮桟橋から出航）
10:00～17:00（最終受付16:30）大人1000円 子供500円（茶席代別途）☎0852-24-6521

5/21土 羊の毛刈り祭（平澤牧場） 10:00～15:00 入場無料 ☎090-5699-3503

4/29金～5/3火 門脇家住宅　春季一般公開（大山） 9:00～16:00 
大人500円、高校生300円、小中学生200円 ☎0859-53-3608

4/20水～5/5木 2011 ぼたん祭（松江市八束支所周辺） 無料 ☎0852‐55‐5822
4/16土～5/5木 滝山公園つつじまつり（滝山公園） 無料 ☎0859-72-0332
4/29金～5/5木 GWイベントin夢みなとタワー（夢みなとタワー） 
　　　　　　　　　タワー入館料が必要 ☎0859-47-3800

7/2土～8/28日 東日本大震災復興支援 社会福祉事業協賛
「ポップサーカス松江公演」 松江開府400年記念博覧会
世界からアーティストが集結！！
～驚異の技・想像を絶するオリジナルアクト、史上最高傑作誕生～  
ヨーロッパからアジアまで世界10ヵ国からトップレベルのサーカス
アーティストを結集して、全国でサーカス公演を展開しているポップ
サーカスが松江北公園特設大テント会場にて開催決定！！
平日2回公演、土日祝祭日3回公演（金・土ナイター公演あり）
※毎週木曜日休演

ペアで5組にチケットプレゼント！
●締切6/30

7/30日 開場18:00 開演18:30  恵美須音曲祭2011 
林英哲・金利恵 特別奉納演奏（美保神社拝殿）  
"美保神社のご祭神「事代主神」（えびす様）が古来鳴り物がお好き
との故事に因んで、"平成6年から歌舞音曲を奉納してきた「恵美
須音曲祭」。今年は和太鼓の第一人者 林英哲氏を再びお招きし、
さらにお隣り韓国から韓国舞踊の金利恵氏をお呼びして、日韓の
芸術文化のコラボレーションを実現！
●特A席8000円 A席6000円 S席4000円
●問い合せ／恵美須音曲祭2011林英哲特別奉納実行委員会事務局 ☎0852-73-0420

予 告

予 告

詳細
表紙

詳細
表紙

詳細
表紙

詳細
表紙

詳細
表紙

詳細
表紙

詳細
表紙

詳細
表紙

～5/30月 子どもが描いた鳥の絵展（水鳥公園） 入館料300円 ☎0859-24-6139

●自由席：大人2500円（2200円）子供（3歳以上）1500円（1200円）※（ ）内は前売り料金 
●指定席券：1名席600円追加 ファミリーボックス：4名席4000円追加
●問い合せ／株式会社ポップサーカス松江事務局 ☎0852-25-3455 
●チケット発売場所／主要プレイガイドにて

ご希望の方はハガキでsee！への感想など
を添え、編集部まで。

今年も「手作りなおもてなし」をコンセプトに初夏の心地よい大山で26回目を
迎えるペンション村祭りを開催。各ペンションではお庭の公開、お食事、小物販
売などでお客様をお迎えし、広場では地元手作り作家の集う「ひだまりマーケッ
ト」バルーンアートやアコースティックコンサートを繰り広げます。大山の山裾
でスローライフなひと時をお楽しみください。

新月の朝ごとに開催している、日の出を望むご来迎ウォークと朝の時間を楽しむ朝活プログ
ラムです。6月の新月の朝は、朝の風景を描くパステルアートをします。指を動かすだけで朝
のそら、光を描いて心と体をリセットしましょう！

満月の夜ごとに開催しているお月さまと夜を楽しむ自然体験プログラムと、谷川俊太郎の詩集を使
った読書会のプログラムです。6月は、通常プログラムで初夏の焚き火と満月で読書会を開催！

2011年6月、山陰の観光都市・松江は、ジャグラー、マジシャン、大道芸人らパフォーマーたちの遊
び場に変わります。“観光×パフォーマンス”それが新しい松江の遊び方！

「CO2削減」を目的に、ロビーの照明を一部消灯し、手作り行灯でロビーを素敵に演出
します。レストラン「ベッキオ・ロッソ」では、キャンドルを灯してディナータイムを。

5/28土・29日 ちょっとピアノ練習（淀江文化センター）10:00～21:00まで
1時間1260円で ベーゼンドルファーでリサイタル気分！ 受付は、4/28（木）9:00～

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）

～11/30水 宍道湖ジュエリークルージング   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。
●料金／3500円 所要時間：約90分　●募集人員／8名募集（最少催行5名）
☎0852-23-5481 （NPO法人松江ツーリズム研究会）


