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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

前列左が20万人目の長田菜穂子さん

倉吉市営温水プール

来場20万人突破！
7月3日（土）、倉吉市営温水プールの入場者が、平成13年7月1日オープン
以来20万人を突破しました。
20万人目は、鳥取市の中ノ郷小学校4年生の長田菜穂子さん。
長田さんは、お母さん（典子さん）と妹2人（夏希さん、水紀さん）の4人
でこの日来場されたところ、20万人目と成りました。
倉吉市営温水プールは、平成13年度 51,376人、平成14年度 53,287人、
平成15年度 78,020人と入場者数を増やしており、今年予定より早く20万人
を超えました。
長田菜穂子さんのお母さん・典子さんは、「今日は、家族4人で楽しい時間を
過ごそうと、かねてから聞いていたプールに初めてやってきました。20万人
目と聞いて驚きました。」と、笑顔で答えていました。
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（＋
3 ）女
301 人
（＋

● 主な内容 ●
■第28回倉吉打吹まつり………………2〜3
■打吹地区歩行ネットワーク整備状況……4
■個人の市・県民税の主な税制改正………5
■アンニョンハセヨ!/部落解放シリーズ…6
■暮らしの交差点………………………7〜10
■ほけん ……………………………………11
■伯耆しあわせの郷／キャンパス便り……12

4 ）世帯数 18,842 世帯
（＋
12 ）世帯数
336 世帯
（＋

10 ）
15 ）
（H16．
6．
30現在）

発行 鳥取県倉吉市 編集 企画部秘書広報課 〒682-8611 鳥取県倉吉市葵町722 0
（0858）22-8111㈹ 4
（0858）22-1087
倉吉市ホームページアドレス http://www.city.kurayoshi.tottori.jp 毎月1・15日発行 印刷 山本印刷株式会社

今年の打吹まつりは「市民参加＝みんなの手でつくる みんなのまつり」をテーマに、各
事業の実施をはじめ、運営を支えるTシャツ販売・ボランティアスタッフ、地域の資源を活
用した屋台巡行・くらのいち、環境に配慮した取り組みなど、いろいろな形で市民のみなさ
んとともにまつりを作り上げ、「倉吉の元気」を発信していくことを目指しています。
オープニングは8月7日午後2時、倉吉パークスクエア食彩館・ふれあい広場の牛鬼登場で
スタートし、フィナーレの花火大会まで、多彩なイベントが盛りだくさんの2日間です。
■問い合わせ先：倉吉打吹まつり実行委員会事務局（市商工観光課内 022-1200/422-8136）
■イベントの内容と時間は変更になる場合があります。くわしくは直前の新聞折り
込みチラシで。
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みんなで踊ろう

今年の見どころラインナップ
●「くらのいち」
「にぎわい広場」

も楽しさパワーアップ

昨年、地域の素材を活かした特産品づくりを目指
して始まった「くらのいち」、そして赤瓦・白壁土蔵
群周辺で元気と楽しさを発信する「にぎわい広場」。
今年もさらにパワーアップして子供たちの楽しみを
大集合させます。どんな仕掛けが飛び出すか、みな
さんお楽しみに！

●元気パワーで迫力満点!

「金管バンド隊パレード」
今年も小学生が「倉吉の元気」発信に一役を担い

ます。市内12校ではまつり本番に向けて連日練習が
続いています。まつり当日の7日は、東中学校をスタ
ートし、緑の彫刻プロムナード公園を目指してパレ

みつぼし踊り

ード。その後、総勢約400人による合同演奏。子供
たちの元気パワーは迫力満点。沿道での声援をよろ
しくお願いします。

●新町１・明治町の「屋台巡行」

「牛鬼パレード」で新たな賑わい

必見!「飛天WASSO」
にぎわいステージも初登場！
今年もWASSOは元気いっぱ
い。太鼓演奏の「WASSOにぎ
わいステージ」が新たに加わり
さらにパワーアップ！昨年から
登場した「こだわりの倉吉象徴
物」
が まちの元気 を発信します。

7日の見どころはこれ！今年の屋台巡行には、新町
1丁目自治公民館の屋台に、新たに明治町自治公民館
の屋台が加わります。さらに、倉吉パークスクエア
から白壁土蔵群にかけて、紅白の牛鬼を綱で引っ張
る「牛鬼パレード」も加わります。屋台と牛鬼4基を
子供たちが元気いっぱいに引く姿、地域のみなさん
の心意気は必見です。飛び入り参加もOK。

●「ゴミの持ち帰りと分別」で環境

に配慮したまつりに！

まつりの開催にあたって、環境に配慮した取り組
みを始めます。まずは「ゴミの持ち帰りと分別」に
向けてみなさんご協力をお願いします。

●2日目の河川敷で

「3on3ストリートIN倉吉」初開催！

今年のTシャツは、昨年の文字バージョンを進化させ、まつりを盛り
上げる人の姿を「くらよし」の文字で表現しました。また、このＴシ
ャツの収益が今年のまつり運営を支えています。みんなでこのＴシャ
ツを買って！着て！まつりを盛り上げ、みんなでつくるまつりを楽し
もう！！
●販売価格／1,500円
●色／紺・グレー・みずいろ
●サイズ／子供用 130、150
一般用 Ｓ･Ｍ･Ｌ･ＸＬ
●販売取扱店／パープルタウン（インフ
ォメーション）、BYヨシダ、赤瓦1･8
号館、市役所商工観光課（北庁舎）

今年新たな取り組みとして、8日のイベントに
「3on3ストリートバスケ IN倉吉」（倉吉大橋付近河
川敷）が加わります。中学生以上の3人1組でチーム
を編成し熱戦を展開します。初大会の栄冠を飾るの
は誰！

●ヘリコプターで倉吉・関金を飛行！
来年3月に予定している倉吉市・関金町の合併に向
けた合併推進事業として、ヘリコプターにのって私
たちのまちを見る「くらよし・せきがね魅力再発見
飛行」を8日午前11時から実施します。参加は有料
ですが、めったにないチャンスです！詳しくは合併
協議会事務局（024-0581）までお問い合わせくだ
さい。
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●倉吉パークスクエアふれあい広場
牛鬼
午後2時〜午後2時30分
●倉吉銀座通り〜打吹公園通り
牛鬼パレード・屋台（山車）巡行
午後3時〜午後4時

パレード・合同演奏 小学生金管バンド隊
午後4時〜午後4時45分

みこし 女みこし（みこしネット風雅）
午後5時45分〜午後7時
牛鬼（愛媛県津島町）
〃
倉吉牛鬼
〃

飛天WASSO（ワッソ）にぎわいステージ
午後4時45分〜午後5時45分

飛天WASSO（ワッソ） 午後6時〜午後8時30分
みつぼし踊り大会
午後7時30分〜午後9時

夜空に色華やか

●打吹公園通り（商工会議所周辺）
くらのいち（出店） 午後4時〜午後9時

飛天花火

●白壁土蔵群・赤瓦周辺
にぎわい広場
午後3時30分〜午後9時

約

8日●日

3,000発

8月

●飛天夢広場対岸河川敷（水道局前河川敷）
くらよし・せきがね魅力再発見ヘリコプター遊覧飛行
午前11時〜午後4時30分

●倉吉大橋河川敷（飛天夢広場）
お祭り広場
じげRock2004
午後4時〜午後8時30分
3on3ｽﾄﾘｰﾄ IN 倉吉 午後2時〜午後6時
打吹天女コンテスト
午後6時〜午後7時
午後7時30分〜午後8時
2
Ｐaix （ぺぺ）ステージ
午後7時〜午後7時30分
太鼓ステージ
午後5時〜午後6時
午後8時〜午後8時30分

楽市楽座（出店）
飛天花火大会

午後4時30分〜午後9時30分
午後8時30分〜午後9時

お
祭
り
広
場
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みんなでＰaix2(ぺぺ)を応援しよう！

参加者募集中!!

8月8日（日）午後7時〜 オンステージ
鳥取県中部出身のＰaix 2(ぺぺ)が今年もまつりに参加。
2ndシングル「花天女」そして7月21日には「SAYいっ
ぱいをありがとう」（NHK教育 ひとりでできるもん！ど
こでもクッキングテーマ曲）発
売など、いま全国で活躍中。2
人の活動とともに倉吉の歌が全
国に広がります。さあ、みんな
で応援しよう！

●女みこし・牛鬼担ぎ手 問い合わせ先／みこしネット風雅 023-5060
●飛天WASSO（ワッソ）参加チーム 応募締切／7月20日（火）
申込・問い合わせ先／倉吉商工会議所 022-2191
●打吹天女コンテスト出場者 応募締切／7月19日（月）
申込・問い合わせ先／新日本海新聞社中部本社 026-8340
◆参加募集に関する詳細
http://www.apionet.or.jp/kankou/utubukimaturi/28utsubukimaturi̲top.htm

豪華賞品が当たる！「とっとり4市
夏まつり共同キャンペーン」実施中！

まつり事務局では、今年のまつりをいっしょに盛り上げていただける運営ボラン
ティアスタッフを大募集しています。8月7日（土）、8日（日）の2日間、「いっしょ
に祭りを盛り上げよう！」と思っていただける方、ぜひご連絡ください。
内容／各イベントの会場設営、運営補佐、片づけを中心に希望を聞いて参加可能な
時間で調整させていただきます。
申込先／まつり事務局（市商工観光課）022-1200

ホームページアドレス：http://www.tottori.to/matsuri/
4市のまつり日程：境港市みなと祭り7月24･25日、米子が
いな祭7月31日･8月1日、鳥取しゃんしゃん祭8月15･16日
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あなたの協力で「みんなでつくるみんなのまつり」に!
ボランティアスタッフ大募集!!

