
●コース／◎阿弥陀堂コース（大山自然歴史館
～阿弥陀堂～利生水～大山寺）◎寂静山コース
（大山自然歴史館～鎮魂地蔵～寂静山～大神
山神社奥宮～大山寺)◎観察会のコースは当
日の朝、どちらか一方に決めます。（9日は寂静山
コースを予定しています。）◎天候に関係なく実施し
ますが、荒天の場合中止する事があります。
●問い合わせ／TEL.0859-52-2327
　　　　　　　（大山自然歴史館）

■大山る～ぷバス運行期間
 　平成23年4月29日（金）
　 ～11月6日（日）の土日祝日 
■毎日運行（紅葉）期間
　H23.10/22㊏～11/6㊐
■大山寺散策案内人／大山町ガイドボランティアの会
■対象便／大山る～ぷバス 
　大山寺着第1便乗車の方（要予約）
■予約方法／お電話またはFAXにてご乗車の
　3日前までのご予約
●予約・問合せ先／TEL.0859-52-2502
　　　　　　　　 FAX.0859-52-2770

秋の大山寺周辺を散策し、同行する専
門の指導員が地形・地質、植物、動物（野
鳥・昆虫）、歴史・人文について自然保護
の理念の元に詳しく解説。

大山町観光案内所へご
乗車の3日前までにご
予約いただいた場合
は、大山町ガイドボラン
ティアが大山寺地区を
ご案内。（無料・要予約）

10:00～15:30

集合場所／大山自然歴史館内事務室前（8:50までに受付）
秋の大山自然観察会

大山寺・中興の祖 豪円僧正
400回忌 大法要

「大山る～ぷバス」に
あわせたサービス企画！

むきばんだ
秋麗まつり

秋の大山自然観察会
10/2  ・9  ・16  ・30  

10/2   

9:00から3時間程度

受付 午前9時30分 法要午前10時
場所／大山寺本堂（大山町大山九）

13:30開場　14:00開演

鳥取県のすべてがわかるガイドブック

●企画編集/鳥取県・今井出版
●協力／鳥取広報連絡協議会  ●発行／今井印刷

鳥取県内書店にてお求め下さい。

勝谷誠彦氏の鼎談をはじめ、
とっとりの自然、食材、歴史
などいろいろな情報満載！！

開催場所／境港シンフォニーガーデン

●半日コース午前の部、１日コース　
　　　　　　　 09:00（08:30から受付開始）
●半日コース午後の部　　
　　　　　　　 13:00（12:30から受付開始）

宍道湖沿岸自治体首長会議(松江市・出雲市・斐川町
の首長で構成）では、ラムサール条約登録湿地であ
る宍道湖の水をきれにし、泳げるようにするために、
平成6年から、水質浄化機能があるヨシの植栽活動
に取り組んでいます。
この活動は子どもたちの環境教育にも役立てられて
おり、昨年は、小学校20校の児童等、約900人が、ヨ
シの苗2400本を植栽しました。植栽したヨシ帯では
稚魚や稚貝の繁殖が確認されています。

染まりゆく秀峰大山は、まさに秋色週
間。期間中は、紅葉とともに「秋のご縁
日」や「絵灯籠」、「大山寺ライトアップ」
をお楽しみください。10/24の秋のご
縁日では、稚児行列や採灯大護摩法
要、大山僧兵太鼓、散餅が行われます。
（10/24（月）10:00～ 大山寺参道～大山寺）
●参加費無料
●問い合わせ／TEL.0859-52-2502
　（大山町観光案内所）

今年、大山寺・中興の祖「豪円僧正」が寂
されて第400回忌となり、「角磐山大山
寺開創一千三百年祭記念事業」が開始
されることとなり、一連の催事の初回と
して、来る10月2日大山寺の主催によ
る「豪円僧正四百回忌大法要及び関連
催事」が実施されることとなりました。
●阿弥陀堂参拝行事
◎場所／阿弥陀堂◎時間／当日午後1時～2
時30分◎・引声阿弥陀経披露・記念講演
演題／「大山寺と天台の高僧の歩み」
講師／大山寺宝物館名誉館長 杉本 良巳 氏
●音楽奉納法要「悠久の日本の心の響き」
◎場所／圓流院◎時間／当日 開演 午後2時
45分／終演 午後4時15分
◎演奏者／超絶技巧の平成の虚無僧 尺八奏
者 中村明一 氏／幅広い領域に挑み活躍する
箏曲奏者　久東寿子 氏
●問い合わせ／TEL.090-4697-6546（大山寺）
TEL. ）院流圓（ 4776-8713-090

秋のお祭りはむきばんだへ！
収穫祭や古代食の試食などの古代体
験、ココでしか買えない「弥生市」などメ
ニュー盛りだくさん。秋の実りを祝う弥
生のムラの秋祭りに、さぁ、みんなで遊
びにおいで！●参加費無料
●問い合わせ／TEL.0859-37-4000
　（むきばんだ史跡公園）

開催場所／大山寺地区周辺

開催場所／むきばんだ史跡公園

大山紅葉まつり大山紅葉まつり

大山寺・中興の祖 豪円僧正
400回忌 大法要

「大山る～ぷバス」に
あわせたサービス企画！

10/20  ～11/6  

鳥取県立むきばんだ史跡公園をスター
ト・ゴールの10.5kmと4kmのウオーク
を開催。ゲストにスポーツ観光マイスタ
ー「小原 工さん」、とっとり健康づくり大
使「佐々木えるざさん」を迎え、伯耆古
代の丘公園や上淀白鳳の丘展示館など
に立ち寄りながらのウオーク。
●事前申込期限9/14（水）
●参加費／1000円（事前申込）、1500円（当日申込）
●問い合わせ／TEL.0859-37-2311
美水の郷古代ロマンウオーク運営委員会（米
子市観光協会内）

集合場所／鳥取県立むきばんだ史跡公園

第1回 美水の郷
古代ロマンウオーク
第1回 美水の郷
古代ロマンウオーク

9/23 （祝） 

むきばんだ
秋麗まつり

9/23 （祝） 

『中海圏域連携事業補助金』交付団体募集
（H23年度第2次募集Ｈ23/9/1～9/30）
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/

秋色
週間

西部演奏家クラブの光長真理恵さん
（ソプラノ）・野坂知子さん（フルート）・
大西瑞香さん（箏）によるコンサート。和
と洋の融合を目指しつつ、「白い曼珠沙
華」や「花盗人」など現代日本人作曲家
の作品をやさしく表現します。
●入場料／一般1500円、高校生以下500円
●問い合わせ／TEL.0859-45-4131（光長）

唱花吟月唱花吟月
10/2  

日野川上流の新たな魅力を見つける冒
険にさあ、出かけよう！秋の日野川上流
をラフト（ゴムボート）で豪快に下るイ
ベントです。日野川の自然を満喫しな
がら、仲間とともにゴールを目指そう！！
●参加費／【半日コース】大人１名3,000円、
中学生以下2,500円、親子5,000円
【１日コース】大人１名6,000円、中学生以下
3,000円、親子8,000円
●問い合わせ／TEL.0859-72-2107
　（日野町教育委員会）

集合場所／リバーサイドひの駐車場

日野川くだり日野川くだり
10月の土日祝日

ラフティン
グ

要予約

むきばんだ
秋麗まつり
共催イベント

「鳥取県まるごと読本」

米 子 鬼 太 郎 空 港

とっとり花回廊　9月・10月イベント情報

フライト情報
（9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）　　12：35　　14：00  
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

P

P

P

P

P

中海圏域イメージキャラクター

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

◆支援の対象事業／スポーツ、音楽・映画・演劇等の芸
術文化に関するもの、中海周辺の環境美化や生態系及
び景観の保全に関するものなどのほか、中海圏域の一
体感醸成に寄与すると認められる事業で、事業が行われ
る市以外の中海圏域の住民が参加できるものです。
（この他にも要件がありますので、詳しくは募集要項をご覧ください。） 

◆補助金交付額／支援の対象となる経費の3分の2に
相当する額とし、10万円を限度とします。

発着時刻は変更になる場合があります。

秋のとっとり花回廊は大山の姿を背景に秋
の花々が咲き誇る美しい場所をご提供しま
す。広さ1万㎡の花の丘に、10万株の赤い
サルビアの花が一面に咲く、20品種以上
のコスモスや、秋咲きのバラなど花盛りの
園内をお楽しみください。
10月8日からは「菊のトピアリー展」を開
催。菊の花を動物や、花などの形に仕立て
た洋風の菊人形で、様々な可愛らしい形の
菊のオブジェ約80体をお楽しみいただけ
ます。今年は「たのしいお茶会」をテーマに
菊でできたクマなどの動物が、ケーキを作
る楽しい展示や、菊で出来たワイングラス
やケーキなども登場。秋の穏やかな気候の
なか、美しい花々に出逢える場所・とっとり
花回廊にお出かけください。

●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

ウンパくんの情報コーナー

9/17 ～11/139/17 ～11/13オータムフェスティバルオータムフェスティバル

新刊・新譜情報

数学者が書いた数学の本だが、書かれ
ていることは、もっと根本的な思考の方
法である。直面した問題を順序立てて
解く方法論は学問のみでなく、ビジネ
スなどにも応用できる。数字や記号は
ほとんどなく文字で語られているので、
数式が苦手な人にもお薦めである。

資料提供／
今井書店グループ 本の学校

また地元から新たなヒロインが誕生
した。山音まー。島根県在住、現役女
子大生のシンガーソングライター。動
画投稿サイトで“神曲”と呼ばれる
ヴォーカロイドの人気の曲をカバー、
顔をかくしてのギター弾き語りで「あ
いつは何者だ！？」とネットを中心に日
本中の話題となる。このＣＤはその“神曲たち”を収録。人間味
あふれるヴォーカルで説得力十分。せつない曲が多い。この勢
いで今度は“山根万里奈”として7月にワーナーからメジャーデ
ビューも果たした。

■  『いかにして問題をとくか』
　　G.ポリア著　丸善出版
　 　1,575円（税込）　 

■ 人のオンガクを笑うな! 
　  アーチスト：山音まー  レーベル：バーガーイン・レコード
     1,600円（税込）

■今年は10/6（木）　宍道湖北岸（松江市大垣町）で開催します。

●問い合わせ／TEL.０８５２-５５-５８３２　
　　　　　　　宍道湖沿岸自治体首長会議事務局

宍道湖ヨシ再生プロジェクト宍道湖ヨシ再生プロジェクト

9:00～17:00　※10/8～10は21:00まで

    いよ
いよ

9月発売
1,200円（税込）B5 156頁

オールカラー

ソプラノ、フルート、
箏で奏でる季節の調べ


