お知らせ
令和２年２月１４日
■同時発表先：島根県政記者会、出雲市政記者クラブ、米子市政記者クラブ、松江市政記者クラブ

中海圏域における在留外国人を対象とした
モニターツアーを実施します。
中海圏域は、水鳥が多く飛来する恵まれた自然環境、伝統工芸や社寺、史跡など魅力溢
れる地域です。
斐伊川水系では、「斐伊川水系生態系ネットワークによる大型水鳥類と共に生きる流域
づくり検討協議会」を設立するなど、大型水鳥類を指標とした魅力的な流域づくりに向け
取り組んでいます。
この度、海外の方の視線から中海圏域における魅力やニーズを聞くために、山陰に在住
で、一般社団法人 山陰インバウンド機構の山陰国際観光サポーターズに登録されている外
国人の方を対象にモニターツアーを以下のとおり実施します。
【開催概要】
◆ 日程：令和２年 2 月 15 日（土）
◆参加者：アメリカ、マレーシアなど６カ国から 10 名
◆集合：① 出雲市駅 08:15 ② 松江駅 09:15 ③ 安来駅 10:00
◆ ツアーメニュー：
① 10：30～ 出雲織・のき白鳥の里
② 10：55～ ファーム宇賀荘 ふゆみず田んぼ
③ 11：35～ 米子城跡
④ 13：10～ 粟嶋神社
⑤ 14：00～ 米子水鳥公園
◆ 主 催：斐伊川水系生態系ネットワークによる大型水鳥類と共に生きる流域づくり
検討協議会、山陰インバウンド機構
【取材対応】
※取材を希望される方は 2 月 14 日（金）１７：００までに下記問い合せ先まで
ご連絡下さい。
＜問い合わせ先＞
斐伊川水系生態系ネットワークによる大型水鳥類と共に生きる流域づくり協議会

■国土交通省 中国地方整備局 出雲河川事務所
技術副所長
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The original landscape of Japan teach by Lake Nakaumi！
Date/日程
fee / 参加費

FREE

※ご昼食代を含みます。
※集合場所までの交通費は自己負担となります。

The meeting place ＆ Time / 集合場所・時間

※集合場所を下記①～③から
選択してください。

① 8：15 出雲市駅 Izumoshi station
② 9：15 松江駅
Matsue station
③ 10：00 安来駅
Yasugi station ≪Transportation≫

★ The meeting place MAP

①

②

③
Parking

Rotary

Matsue Universal Hotel 本館 前
「松江駅南口観光バス乗降場」

(The dismissing place＆Time /解散場所・時間 ① Yonago Sta. 15:00～ ②Matsue Sta. 16:00～ ③Izumoshi st. 17:00～)

Host / 斐伊川水系

生態系ネットワークによる大型水鳥類と共に生きる流域づくり検討協議会、
山陰インバウンド機構 San´in Tourism Organization

Contact us / TEL: (0859) 21-1502 FAX: (0859) 21-1524（山陰インバウンド機構）

Tour menu
１ 10：30～ Izumo Ori / Noki Swan Village
• Visit the a thatched quaint Japanese style house,
which produces Shimane's traditional craft "Izumo Ori".
• Can be observe the vast rice fields.

２ 10：55～ Farm Ukasho Paddy field
• About 1,000 swans overwinter every year.
• Observe the humorous appearance of swans eating
food in the surrounding rice fields.

３ 11：35～ Yonago Castle Ruins
• The best castle ruins in San´in.
• The height of the summit is 90 meters.

12：00～ Lunch “こめ蔵” komegura
• 究極のどんぶりと和食のお店
• Japanese food “donburi”.

４ 13：10～ Awashima Shrine
• Mountain and forest shrine where the god dwells.
• Can be enjoy the view of Lake Nakaumi from the summit.

５ 14：00～ Yonago Waterbird Sanctuary
• A waterbird sanctuary that is familiar to the community.
• Nature guide is resident.
• We sell various wild bird goods.
※14：20～ Opinion exchange meeting
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