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まちづくりキャッチフレーズ

あふれる笑顔 豊かな緑
交流とふれあいのまち倉吉

また天神川に帰ってきてね！
皆さん、サケが天神川に上ってくることを 知っていますか。昭和52年からサケ
の遡上の復活を願って、天神川漁業協同組合により稚魚の放 流が 続けられています。
現在では、1，
100匹から1，200匹の遡上があるとのことです。
今年の稚魚の放流は3月22日（月）に行われ、高城小学校の5年生児童が放流の
お手伝いを行いました。今回放流されたサケの 稚 魚はおよそ10万匹。4年後には成
魚になって天神川に戻って来るとのこと、稚魚の成長 が 楽しみです。
当日はあいにくの雨にもかかわらず、子ども達は学校の先生や漁業協同組合の人
たちの指導を受けながら、大きな水槽を積んだトラックから稚魚を放流するのを見
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たり、稚魚がまた天神川に帰ってくることを楽しみに、小さなバケツに入れたサケ
の稚魚をそっと川に流し、元気に泳いで行くのを見送っていました。
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打吹公園開園
100周年

＜主要ｲﾍﾞﾝﾄ＞ ※この他にも、春まつり協賛イベントや打吹公園100周年記念事業、各種営業など倉吉春まつり期間中
の催しは内容盛りだくさんです。詳しくは3月15日号の市報をご覧ください.

4/10（土）
午後2時〜3時

4/11（日）
午前10時〜午後3時

打吹公園椿の平特設ステージ

打吹公園椿の平

4/10（土）・11（日） 4/25（日）
開会式午前8時〜
打吹公園飛龍閣広場

市営相撲広場

タレントステージ Paix （ぺぺ）
第26回桜ずもう
第16回あつまれふれあい広場 観光土産品まつり
山陰放送テレビ公開録画
（桜杯争奪相撲選手権大会）
放送：4月17日（土）
出演：太鼓ステージ出演 3団体、 中部観光土産品協会12社のお 佐渡ケ嶽親方・琴光喜関・琴ノ
午前10時45分〜11時40分
エアロビクスパフォーマ 土産が勢ぞろいします。
若関来倉
ンス、
※開花時期等によって営業期間 山陰両県のわんぱく力士約570
出演：「ぺぺ」倉吉市・赤碕町
人が力と技を競い合います。
の変更あり
出身の女性デュオ、「倉 ミニＳＬや模擬店など
団体戦・個人戦
吉産業高校ダンス同好会 ★風船無料プレゼント
（第1回全日本中高生ダン
●倉吉春まつりの問い合せ先：倉吉春まつり振興会（倉吉商工会議所内）022-2191
ス選手権優勝）」 ほか
倉吉市商工観光課 022-8158
内容：打吹公園開園100周年記
●倉吉春まつり・打吹公園桜の開花情報 http://www.apionet.or.jp/kankou/
念テーマ曲「花天女」発
http://www.kurayoshi-cci.or.jp/haru/
表。その他、故郷の伝説
至倉吉駅
東中学校●
至関金
を歌ったぺぺの2ndシン
グル「天女の羽衣物語」
Ｐ6
Ｐ5 ●交番
Ｐ7
など。
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至倉吉駅

至関金

倉吉春まつり臨時駐車場を
ご利用ください

Ｐ8

打吹公園お花見の人出が多く見込
まれる次の期間、成徳小学校のご好
意により、成徳小学校校庭を臨時駐
車場とします。ご利用ください。
＜臨時駐車場 P9 ＞
期間：4月3日(土）、4日(日）及び
4月10日(土）、11日(日）
時間：午前9時〜午後7時
場所：成徳小学校校庭

白壁土蔵群
至倉吉駅

倉吉観光案内所●
至関金

Ｐ4

倉吉市観光協会

Ｐ1 Ｐ1

(市役所北庁舎)

●

● ●成徳小学校
●
裁判所 Ｐ9 臨時
倉吉市役所

称

P1 琴桜観光駐車場

至三朝

Ｐ2
●賀茂神社

打吹公園
倉吉博物館●

Ｐ3

名

倉吉パークスクエア
鳥取二十世紀梨記念館
●

台

数

料金

陸上競技場

武道館
●

● ●野球場
倉吉勤労青少年
体育センター

バス3台、乗用車10台 無料

P2 市役所観光駐車場 第1 乗用車約60台

無料

観光
P3 市役所観光駐車場 第2 乗用車約200台 無料
駐車場
無料
P4 裁判所横観光駐車場 乗用車10台
P5 明治町観光駐車場 バス3台、乗用車14台 無料
P6 旧たからや東側駐車場 乗用車約30台
その他
P7 銀座有料駐車場 乗用車60台
駐車場
P8 市営新町駐車場 乗用車約40台

無料
有料
有料

成徳小学校臨時駐車場 乗用車
臨時
無料
P9
駐車場
※4/3(土)、4(日)及び10(土)、11(日)のみ

打吹公園・白壁土蔵群周辺駐車場の名称が
「観光駐車場」となりました
打吹公園・白壁土蔵群に訪れる観光客は近年増加してい
ます。このため、観光客にわかりやすい駐車場表示を目的
として、市庁舎駐車場を含めた打吹公園・白壁土蔵群周辺
駐車場の名称を「○○観光駐車場」として統一しました。
「観光駐車場」の名称とする駐車場は、左の表の5カ所
です。また、近くには2カ所の有料駐車場や昨年10月に開
設した「旧たからや東側駐車場」もあります。いずれも、
市民の皆様や観光に訪れた方にご利用いただけます。
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打吹公園開園100周年記念事業
公開録画

5月13日(木)
吉幾三

水森かおり

倉吉未来中心
大ホール
冠二郎

岩本公水

川野夏美

倉吉市のシンボルである打吹山のすそ野に広がる「打吹
公園」の開園100周年を記念して、
本のうた」公開録画を開催します。

テレビ「BS日

「BS日本のうた」は、豪華で多彩な歌手のみなさんの歌
声で、いつまでも歌い継がれる名曲の数々をお楽しみいた
だきます。
と
き 5月13日（木）
開場／午後6時 開演／午後6時45分
終演予定／午後8時30分
と こ ろ 倉吉未来中心 大ホール
出 演 者 ゲスト／岩本公水 金田たつえ 川野夏美
冠二郎 北山たけし 島津亜矢
内藤やす子 長保有紀 中村晃子
水森かおり 吉幾三 ほか（50音順・予定）
司 会／宮本隆治アナウンサー

放送予定

北山たけし

衛星第2テレビで全国放送
6月 6 日（日）午後 7 時30分〜 8 時58分

（再）6月11日（金）午後10時30分〜11時58分
入場申込 入場は無料ですが、入場整理券が必要です。
往復ハガキ（1枚1名様）の往信裏面に郵便番号、
住所、名前、電話番号を、返信表面に郵便番号、
住所、名前を記入してお申し込みください。な
お、申し込み多数の場合は抽選のうえご案内し
ます。
＜あて先＞〒682−8611 倉吉市役所企画課
「BS日本のうた」係
＜締 切＞4月20日（火）到着分まで有効
問い合わせ先 市企画課 022−8161（直通）
鳥取放送局 00857−29−9209
（平日 午前10時〜午後6時30分）

今後の打吹公園開園100周年記念事業
第4回日本海未来ウォーク

と き：5月4日（火）天女コース（40・20・10km）
5日（水）打吹コース（30・20・ 10・5km）
主会場：倉吉パークスクエア スタート
参加費：一般1,500円（当日2,000円）
中・高校生500円・小学生以下無料（保護者同伴）
申込期限：4月10日（土）申込書必着
◎当日申込は両日各先着500名まで受け付けます。
申込・問い合わせ先：未来ウォーク実行委員会（022-9791）
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倉吉博物館開館30周年記念事業

原田泰治が描く日本の童謡･唱歌100選
と き：5月15日（土）〜6月13日（日）午前９時〜午後５時
ところ：倉吉博物館〔期間中無休〕入館は午後４時30分まで
入館料：一般・大学生800円（前売700円）
高校生500円（前売400円）・中学生以下無料
原田泰治サイン会：5月15日（土）・16日（日）
午後1時〜・3時〜/各回先着80名
問い合わせ先：倉吉博物館（022-4409）

