
●コース／大山自然歴史館～大神山神社奥宮
～元谷～治山道路～中の原スキー場～昼食
●参加費／1500円 ●定員／20名（先着順）
●募集期間／11/12（土）まで
●問い合わせ／TEL.0859-52-2327
　　　　　　　（大山自然歴史館）

晩秋のブナ林で、冬を前に盛んに活動
している野鳥を観察しよう！
専門の指導員と一緒に散策するので安
心。あなたは何種類知っていますか？

8:00～13:00　※小雨決行

集合場所／大山自然歴史館（8:00までに集合、受付をしてください）
秋の野鳥観察会

むきばんだ
親子写生会作品展
むきばんだ
親子写生会作品展

第10回日野町民ミュージカル 
きらりこの町

11/20日 

受付9:00 スタート11:00
開催場所／古布庄小学校

第23回琴浦町巨木の郷
二人三脚・三人四脚
駅伝大会

11/13日 

12/8木  10:30～14:00
場所／白鳳の里　どんぐり館

●夜は大山寺の絵灯籠へ！
（期間中の日没後～午後8時まで）
大山町名和地区の園児の皆さんの作
品を中心に飾ります。幻想的な灯りに
彩られた大山寺参道の夜は、雰囲気バ
ツグンです。
●大山寺山門のライトアップ
（10月31日～11月3日の日没後～午後8時まで）
大山寺では、絵灯籠に併せ、金剛力士
像が納められている山門をライトアッ
プします。闇夜に浮かぶ金剛力士像は
迫力満点！
●「大山の四季写真コンテスト2011」作品募集中
大山紅葉まつりに併せ、写真コンテスト
の作品を募集しています。
締切りは11月19日当日消印有効です。
応募内容は大山町観光案内所までご連絡ください。
●参加費無料
●問い合わせ／TEL.0859-52-2502
　　　　　　　（大山町観光案内所）

古布庄には多くの巨木をはじめ、豊か
な自然がいっぱいです。秋の風を感じ
ながら二人三脚・三人四脚で汗を流し
ましょう。おにぎり、豚汁食べ放題！
13:00～巨木めぐり（無料）1時間程度
＊希望者のみ
申込締切：11/2（水）先着30チームまで
●参加費／1000円（保険料、参加賞代）
●問い合わせ／TEL.0858-55-7811
　　　　　　　（琴浦町観光協会）

とうふを食べてうそ払い！？ 12/8は毘沙
門天をまつり、商家では、この日に来る
お客様に対してとうふ汁を持って接客し
ていました。練り物やこんにゃくなどを
食し、うそつき祝い、うそ払い、うそ忘れ
といって、この日を祝えば一年中のうそ
が全部消えると言われています。
●10:30～うそ払い神事●11:00～とうふ鍋振る
舞い先着200食、どんぐりうどん振る舞い先着200
食、もちつき（無くなり次第終了）●先着来館50名
様にご祈祷をした名水とうふプレゼント
●問い合わせ／TEL.0859-56-6798
　　　　　　　（白鳳の里）

10月23日に行われた、むきばんだ親子
写生会の作品展です。
お子さんから親御さんまで力作がズラ
リ！むきばんだの散策とともに、ぜひご
覧ください。●参加費無料
●問い合わせ／TEL.0859-37-4000
　　　　　　　（むきばんだ史跡公園）

日野町民ミュージカル10周年記念公演
として、今年は「日野のまち」をテーマに
ふるさとにゆかりのあるキャラクターら
が登場。友情を育みながら困難に立ち
向かい、まちづくりへの希望を描くファ
ンタジー作品です。
●料金／高校生以上1200円（当日1700円）
4歳～中学生1000円（当日1500円）
※前売り券が完売した場合、当日券の販売は
ありません。
●問い合わせ／TEL.0859-72-1300
　　　　　　　（日野町文化センター）

開催場所／大山寺地区周辺

場所／鳥取県立むきばんだ史跡公園　
　　　弥生の館むきばんだ及び周辺施設

開催場所／日野町文化センター／ホール森の音楽隊

大山紅葉まつり

うそつきとうふの日

10/20木 ～11/6日 
10/27木 
～11/13日 
10/27木 
～11/13日 

11/19土 ・20日 

中海市長会事務局　
電話0859-23-5376　
FAX0859-23-5392　　　　
http://www.nakaumi.jp/

秋色
週間

自伝・記念誌・・・あなただけの一冊を！

鳥取県米子市富益町米川西８番  TEL.０８５９-２８-５５５１
FAX.０８５９-４８-２０５８  E-mail : imaibp@imaibp.co.jp

11/19（土）13:30～/18:00～
11/20日（日）13:30～

米 子 鬼 太 郎 空 港

とっとり花回廊　11月・12月イベント情報

フライト情報
（11月ダイヤ）

着空港           　  米子空港発　着空港着  
東　京（羽　田）　　07：25　　08：40  
東　京（羽　田）　　09：10　　10：25  
東　京（羽　田）　　12：30　　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　　08：15  
東　京（羽　田）　　10：20　　11：45  
東　京（羽　田）　　13：30　　14：55  
東　京（羽　田）　　17:55　　19:20  
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

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

プロスポーツチームを応援しよう！！
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/）2011-2012シーズン開幕！
中海市長会スペシャルマッチを開催します！
H23.11.13（日）14:00～　ｖｓ新潟アルビレックスＢＢ　
●会場／鳥取県立米子産業体育館（米子市）
【サッカー】J２ ガイナーレ鳥取（http://www.gainare.co.jp/）
11/19のゲームは『境港市ホームタウン・デイ』です！中海
圏域として一緒に応援しましょう！
Ｈ23.11.19（土）17:00～　ｖｓFC東京　
●会場／とりぎんバードスタジアム（鳥取市）

発着時刻は変更になる場合があります。

詳しくは
中海市長会ホーム
ページを
ご覧ください。

ガラス温室のフラワードームはポインセ
チアやシクラメンなどで華やかに演出さ
れ、洋ランのツリーも登場し、クリスマス
ムード満点でお迎えします。12/2からの
毎週金・土・日曜と12/20～25にはクリス
マスイルミネーションを開催。今年は「ラ
ブラブあいしてる」をテーマに、広さ8ヘ
クタールの園内を10万球のイルミネー
ションが彩ります。中には大切な人へのプ
レゼントをかたどったオブジェが輝く直径
3mのイルミネーションドームや、全長
100mのイルミネーションのトンネルも
今年初登場。好評の「花回廊冬花火」は期
間中の毎週土、日曜日19時に約200発の
花火が花の丘から打ち上がり、イルミ
ネーションと花火の競演を楽しめます。

●問い合わせ先／TEL.0859-48-3030
●入園料／11月　大人1000円 小中学生500円　
　　　　　12月　大人700円   小中学生350円

ウンパくんの情報コーナー
9/17土～11/13日12/2金～25日フラワークリスマス

新刊・新譜情報

あの『日本人が知らない日本語』の二
人がまたやってくれました！今度のネタ
は日本文学。日本人なら一度はタイト
ルを聞いたことあるけど、ちゃんと読ん
だことは一度もないあんな話やこんな
話をわかりやすく面白く解説。昔の人に
親近感が持てる一冊です。

資料提供／
今井書店グループ 本の学校

「腹よしおっておもしろいよね」。震災
直後、出張の東京から戻ってきた自分
が帰りの境線の中で聞いた女子高生
の言葉だ。腹よしお。バンド『あほ男』
のヴォーカル。あほ男。米子を中心に
活躍するバンド。名前からしてその覚悟がうかがえる。直球の
青春パンク。「こうやってこうするだけ」は、お笑いのＣＯＷＣＯ
Ｗによる「あたりまえ体操」と共に2011年を代表する名曲とな
る予感。その肝は「ゴチャゴチャ考えるな！動け！！」である。

■  日本人なら知っておきたい日本文学
　 蛇蔵＆海野凪子 幻冬舎刊
　 　945円（税込）　 

■ あほエンダー
　  アーチスト：あほ男
     500円（税込）

☎0859-42-2171

大人700円 ⇒ 600円

漫画家にして妖怪研究家でもある水木しげる氏の魅力と作品の
集大成です。幻想的な妖怪の世界へご案内します。大人気の水木
しげるロードと一緒にどうぞ。

■ 営業時間／9：30～17：00　■ 定休日／年中無休　■ 鳥取県境港市本町5番地

中高生500円 ⇒ 400円
小人、障がい者300円 ⇒ 200円

ⓒ水木プロ

☎0859-39-8033
大山の麓にあるレンガ造りの地ビール・レストラン。大山の
源水を使用して醸造したバラエティ豊かな「大山Gビール」
と、ビールとよくあう料理をお楽しみいただけます。

■ 営業時間／土日祝日 11:00～22：00　 平日 11：00～14：30 17：30～22：00　11/24以降は21時閉店
■ 定休日／月曜日（祝日の場合翌日休み）　■ 鳥取県西伯郡伯耆町丸山1740-30

★ガンバリウス売店にて

お土産ビール１0%割引

大山Ｇビール ビアホフ ガンバリウス

米子ＩＣ近くにあるお菓子の壽城は、お城の形をしたお菓子の工
場。名物とち餅をはじめ、人気のお菓子がいろいろ。併設のＫＡ
ｎｏＺＡではモンドセレクション金賞を受賞した抹茶フォンデュも
販売しております。

★喫茶コーナーでお茶・お菓子セット
　　　　600円⇒550円

■ 営業時間／8:00～17:00　■ 定休日／11月は無休、12月は12/31のみ　■ 鳥取県米子市淀江町佐陀1605-1

お菓子の壽城 ☎0859-39-4111 DN-RAC 得々クーポン 11・12月券

利 用 日　　  　 　  月  　　      　   日

利用者数 大人  　　人　 小人   　　人

●有効期限／2011年12月31日まで　
　※1枚で5名様まで。★配布箇所でのご利用はできません。

DN-RAC 得々クーポン 11・12月券

水木しげる記念館

得々
クーポン
内容

得々
クーポン
内容

得々
クーポン
内容 利 用 日　　  　 　  月  　　      　   日

利用者数 大人  　　人　 小人   　　人

●有効期限／2011年12月31日まで　
　※1枚で5名様まで。★配布箇所でのご利用はできません。


