平成２６年度 イベントカレンダー
月

イベント名

要

ＰＲコメント

実施時期（開催日等）

問い合わせ先（担当部署等） ホームページアドレス

ＴＥＬ

因州若桜さくら祭り

若桜駅構内におけるSLトロッコ体験、ミニ 若桜の春を満喫する
SL、歌謡ショー等

4月13日（日）

若桜町 企画財政課

http://www.town.waka 0858-82-2231
sa.tottori.jp/

袋川清掃作業

「国府町協働のまちづくり推進計画」の一 「国府町協働のまちづくり推進計画」の一
環による清掃奉仕作業。
環による清掃奉仕作業

4月20日（日） 7:00～8:30

鳥取市 国府町総合支所
産業建設課

－

第１０回八東川クリーン作戦

河川清掃：八東川河川敷内のビン、カン、 八東川がいつまでもきれいな水で、魚や水
ビニール・プラスチック・金属類など土に 生昆虫が豊かにすめるよう願い、今年もク
返らないゴミを中心として収拾します。 リーン活動を実施します。

4月26日（土）

ＮＰＯ法人八東川清流クラブ

http://homepage3.nifty.com/hsc/

090-8241-7200

袋川に鯉のぼり掲揚

ゴールデンウィークの期間中、袋川の若桜 新緑に包まれた袋川に鯉のぼりを泳がせ、
橋－花見橋間の河川敷上空に鯉のぼり約７ 中心市街地活性化の一助にしたい。
０尾を泳がせます。

4月27日（日）～5月6日（火）

袋川をはぐくむ会
会長 粟嶋道和

－

090-4805-4701

ふなおか竹林まつり

タケノコ掘り体験、タケノコ料理やタケノ
コご飯の実食、竹トンボ作り、竹トンボ飛
ばし大会、ミニＳＬ運転会、お楽しみ抽選
会など

4月29日（祝日）
１０：００から１５：００
受付９：００～

八頭町 産業観光課内
ふなおか竹林まつり実行委 －
員会

0858-76-0208

若桜神社大祭

御幸祭は隔年に開催
松明のあかりの中を、神輿3体が掛け声とと
御幸行列、榊、神輿３体、本面７人、傘鉾 もに一気に約200余段の若狭神社の石段を 5月2日（金）宵祭り
5月3日（土）
７台 子ども会踊り、獅子舞他
駆け上がるさまは壮大です。

若桜町産業観光課

姫路公園まつり

姫路公園まつりでは参加費としてやまめの
塩焼きがもらえるやまめ釣り大会が行わ
やまめ釣り大会、園内施設の無料開放、各 れ、入賞者には賞品として八頭町特産品を
種バザー出店、特産品・農産物の販売など プレゼントいたします。また各種バザーの
出店や地元集落による餅つきも行われま
す。他に同時開催されるイベントもありま
す。

5月3日（土・祝日）
９：００～１４：００
受付８：３０～

八頭町 産業観光課内 －
姫路公園まつり実行委員会

0858-76-0208

国府マスつりフェスタ

２３回目を迎えた「マスつりフェスタ」大
物賞・フェスタ賞・つかみどりなどニジマ
ス１０，０００匹放流

5月25日（日）8:00～12：30

鳥取市 国府町総合支所
産業建設課

－

0857-39-0560

わかさ氷ノ山夏山開き前夜祭

わかさ氷ノ山夏山シーズンの到来と安全を 神事の御神火を各たいまつに移してのたい
祈念して、氷ノ山山麓での神事、たいまつ まつ行進は、幻想的で一見の価値あり。
行進

5月31日（土）19:40～

若桜町産業観光課

http://www.town.wakasa.tottori.jp/

0858-82-2238

千代川フォトコンテスト

あなたの身近にある千代川の風景や好きな 5月末が締切ですが、たくさんの応募待って 5月31日（土）
景色を写真に撮ってご応募ください。
います。

千代川流域圏会議事務局

http://www.cgr.mlit.go.jp/tottori./ri
ver/conference/index.html

0857-29-1967

春の袋川一斉除草

6月の環境月間に先立ち弥生橋－智頭橋間 沿川町内会、青年団体、役所、市民有志な
の河川敷を市民に呼び掛け一斉除草しま ど市民総出の除草です。今や慣例行事とな
す。
りました。

5月31日（土）9:00
きなんせ広場集合

袋川をはぐくむ会
会長 粟嶋道和

－

090-4805-4701

第５回 鳥取クラフトキャンプin 約８０以上の工芸品、飲食店の出展、ミニ
ＳＬの運行
八頭

5月31日（土）
６月１日（日）

鳥取クラフトキャンプin八 －
頭実行委員会

080-1936-9650

とっとり袋川の桜フォトコンテ 袋川・桜土手の桜写真コンテスト入選作を
鳥取市立図書館で展示します。応募は4月 桜土手の美しい桜を紹介することで袋川の
環境保全を訴えていきます。
スト展示会
末まで。

5月

４月

５月

概

竹をテーマとし竹林公園で開催されます。
タケノコ掘りの体験や旬のタケノコを使っ
た料理、タケノコご飯などを味わうことが
出来ます。また、竹トンボ作りや入賞者に
は豪華賞品があたる竹トンボ飛ばし大会も
あります。他にも特産品の販売や野外ス
テージイベントが行われます。（人数制限
のあるイベントがあります。）
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0857-39-0560

http://www.town.waka 0858-82-2238
sa.tottori.jp/

平成２６年度 イベントカレンダー
月

イベント名

千代川市民一斉清掃
わかさ氷ノ山夏山開き

６月

概

要

ＰＲコメント

鳥取・国府地域の上水道水源の上流にある 千代川は私たちの大切な水源です。きれい
千代川倉田スポーツ広場及びその周辺（河 な川を守るため、みなさんのご協力をお願
川敷含む）の清掃を毎年の水道週間（６／ いします。
１～６／７）に合わせて行います。
氷ノ山ネイチャークラブガイドとの登山、
記念登山
登山者には登頂証明記念品のプレゼント、
山頂祭
登山終了後には、豚汁無料サービスと特産
品プレゼント抽選会

実施時期（開催日等）

問い合わせ先（担当部署等） ホームページアドレス

ＴＥＬ

6月１日（日）小雨決行
雨天・荒天延期6月８日（日）

鳥取市水道局
経営企画課 広報係

http://www.water.tottori.tott
ori.jp/

0857-53-7953

6月1日（日）
9:００ 記念登山開始
12:10 山頂祭

若桜町産業観光課

http://www.town.wakasa.tot
tori.jp/

0858-82-2238

6月中旬予定

いなば国府ガイドクラブ
鳥取市都市環境課

6月29日（日）
予選7:30～10:30
決勝 11:30～14:00

若桜町産業観光課

http://www.town.waka 0858-82-2238
sa.tottori.jp/

6月下旬

鳥取市 国府町総合支所
産業建設課

－

0857-20-3252
(鳥取市都市環境課)

殿ダムめぐり

殿ダム周辺の散策

第2回若桜鮎釣り大会

友釣りによる鮎釣り大会

ヤマメの放流

袋川にて保育園児・地区老人会によるヤマ
メの放流を行います。

森の健康診断リーダー研修会

第五回千代川流域森の健康診断を10月１１
日八頭町を中心で開催します。そのとき
リーダーとなるための基礎知識を学びま
す。座学講座とフィールド調査の手法、
リーダーになるための心構えなどを学びま
す。経験は問いません。30名募集

緑豊かといわれる千代川流域の森林ですが
中に入ると手入れ不足で密生して光が入ら
ず、暗く、地肌がむき出しとなった森が広
がっています。人工林の科学的な健康診断
を１００円グッズなどを利用した簡単な手
法で市民と研究者が一緒に行います。手軽
で愉快でちょっと為になる森の健康診断で
す。

6月末期予定

NPO法人賀露おやじの会 http://www.yamakawag
理事長 藤田 充
enki.org/?cid=7
担当 市橋 佳奈

0857-28-8857

きれいな佐治川を取り戻そう

佐治川地内の河川あし刈りと清掃を行いま
す。（佐治町加瀬木）

地域住民参加型ボランティア

6月8日(日）

佐治町まちづくり協議会
（事務局 鳥取市佐治地区

－

0858-88-0228

第１５回 河原町あゆ釣り大会

・千代川を学ぶ（講演）
・あゆ釣り（講演、釣り体験）
・あゆのつかみどり
・あゆの塩焼き体験

未定

鳥取市 河原町総合支所
産業建設課

http://www.city.tottori.lg
.jp/www/genre/00000 0858-76-3115
00000000/1187944
890855/index.html

八東ふる里の森イベント

植樹、夏山開き、バザーなど

7月19日（土）、20日、21日
（月・祝日）

八頭町産業観光課内八東ふ
る里の森イベント実行委員 －
会事務局

0858-76-0208

殿ダム見学会

殿ダム本体の見学イベント

7月中旬予定

国土交通省鳥取河川国道事
務所
鳥取市都市環境課

0857-20-3252
(鳥取市都市環境課)

第10回きらめき祭り

郷土芸能披露、大抽選会、花火大会、バ

7月27日（日）

八頭町産業観光課内八頭町 －
きらめき祭実行委員会

0858-76-0208

八東川河川敷草刈等

八東川の金崎水辺公園（通称）付近の河川
敷・土手の草刈りやゴミ拾いをします。

中旬～下旬

ＮＰＯ法人八東川清流クラブ

７月

ザーなど

1位から3位まではトロフィーと賞品進呈、
参加者には抽選会による若桜町特産品多数
準備

記念植樹、夏山開きなどを行います。植樹
には作業に適した格好で、また夏山開きで
は登山を行いますので適した服装で昼食、
飲み物をもってお越しください。またその
他イベントやバザーもございます。

きらめき祭りでは、さまざまな郷土芸能の
披露や大抽選会、花火大会を行います。ま
たバザーなど他にもたくさんのイベントが
あります。ぜひお越しください。
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公民館内）

http://homepage3.nifty.com/hsc/

0857-39-0560

平成２６年度 イベントカレンダー
月

8月

イベント名

概

要

第３６回 河原町あゆ祭

鮎のつかみ取り、川下りレース、ミニコン
サート、鮎太鼓 等のイベント開催

智頭町制施行100周年オペラ
「エフゲニ・オネーギン」全幕
日本語講演

智頭町制施行100周年記念オペラ
チャイコフスキー作曲 叙情的情景
「エフゲニー・オネーギン」 全幕日本語
公演
会場:とりぎん文化会館 梨花ホール

川遊びフェスタin八東川

小学校児童を対象とした川遊び及び環境啓
発イベント

わかさ清流まつり

魚釣り大会、魚のつかみ取り他

千代川フェスティバル

当初、鳥取市倉田での予定でしたが、4月
にオープンした殿ダム公園広場に変更予定

ガイナーレ鳥取
ホームタウンデイ

観戦チケットの優待販売、小学生の招待、
公式サイト、スタジアム内でＰＲ、市町村
長の招待・花束贈呈、市町村ＰＲブースの

協働型河川ボランティア事業

佐治川地内の河川あし刈りと清掃

です。

ＰＲコメント

実施時期（開催日等）

問い合わせ先（担当部署等） ホームページアドレス
http://www.city.tottori.lg.jp/
www/genre/00000000000
00/1187944890855/index
.html

ＴＥＬ

8月2日（土）

鳥取市 河原町総合支所
産業建設課

8月3日１３：３０開演
（会場１２：３０）

ムジ－クテアター・
TOTTORI実行委員会
事務局 賀露おやじの会
理事長 藤田 充
担当 市橋 佳奈

上旬

ＮＰＯ法人八東川清流クラブ

http://homepage3.nifty.com/hsc/

大物賞有り

８月上旬

若桜町 産業観光課

http://www.town.wakasa.tottori.jp/

今年で17回目の開催となります。

8月23日（土）

千代川流域圏会議

http://www.cgr.mlit.go.jp/tottori./ri
ver/conference/index.html

8月31日（日）

株式会社ＳＣ鳥取
東部事務所

－

0857-30-3033

8月下旬

山王振興協議会
（会長 福安 道則）

－

0858-89-1046

10月11日（土）

NPO法人賀露おやじの会
理事長 藤田 充
担当 市橋 佳奈

http://www.yamakawagenki.
org/?cid=7

0857-28-8857

チャイコフスキーの原曲は1800年代ロシ
アの田園風景を舞台とするが、昭和31年の
智頭町の大林家に演出して講演する。ドイ
ツ、オーストリヤで活躍するプロのオペラ
歌手と公募の市民オペラ合唱団が共演する

提供

地域住民参加型ボランティア

http://musik.karooyaji.org/

0858-76-3115
ＴＥＬ0857-288857
ＦＡＸ0857-288869

0858-82-2238

９月

人工林を一般市民と研究者が一緒に五感と 初めて山にはいる人でもリーダーと自然観

察サポーターや地元サポーターの案内で愉
第五回千代川流域森の健康診断in 科学的な手法で健康診断をします。これ
まっで智頭・若桜の診断をしてきました。 快に楽しくちょっとためになる体験ができ
八頭町
千代川中流域の森林の調査をします。一般 ます。簡単な手法で科学的な調査をしま

市民１００人募集

１０月

す。

秋の袋川一斉清掃

弥生橋－智頭橋間の河川敷を市民に呼び掛 沿川町内会、青年団体、役所、市民有志な
ど市民総出の清掃です。今や慣例行事とな
け一斉清掃をする。
りました。

10月11日（土）9:00
きなんせ広場集合

袋川をはぐくむ会
会長 粟嶋道和

－

因州若桜鬼っ子まつり

場所：若桜駅前ひろば
地元芸能発表、歌謡ショー、キャラクター 因州若桜の秋を楽しむ
ショー

10月12日（日）

若桜町 産業観光課

http://www.town.waka 0858-82-2238
sa.tottori.jp/

殿ダムめぐり

殿ダム周辺の散策

10月中旬予定

いなば国府ガイドクラブ
鳥取市都市環境課

10月13日（月・祝日）

八頭町教育委員会

－

八頭町の旬の野菜や果物、こだわりの特産
品・加工品の販売、八頭町うまい米コンテ
スト、うちげの味が一番コンテストなど

10月19日（日）

八頭町 産業観光課

－

因幡万葉湖周辺地域をウォーキ
殿ダム因幡万葉湖ウォーキング 殿ダム及び
ングで紹介するとともに、地元特産品の出
大会
展を行い、交流の促進を図ります。

10月26日（日）

まちずくり・いきいき成器
の会
鳥取市都市環境課

第9回森下広一杯八頭町マラソン
大会
八頭町マルシェ２０１４
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090-4805-4701

0857-20-3252
(鳥取市都市環境課)

0858-76-0208
0857-20-3252
(鳥取市都市環境課)

平成２６年度 イベントカレンダー
月

１１月

イベント名

概

要

ＰＲコメント

実施時期（開催日等）

問い合わせ先（担当部署等） ホームページアドレス

ＴＥＬ

きれいな佐治川を取り戻そう

佐治川地内の河川あし刈りと清掃を行いま
す。
（佐治町加瀬木）

地域住民参加型ボランティア

11月3日（日）

佐治町まちづくり協議会
(事務局 鳥取市佐治地区

－

0858-88-0228

第３２回佐治町ふるさと祭り

ヤマメ釣り・つかみ取り体験
（1000匹放流予定）
場所：佐治町総合支所前河川

人と自然環境のふれあい

11月9日（日）

ふるさと祭り実行委員会
(事務局 鳥取市佐治町地 －
域振興課内）

0858-88-0211

わかさ氷ノ山スキー場開き

わかさ氷ノ山スキー場開き

西日本一のパウダースノーを満喫してくだ 12月20日（土）
さい。

公民館内）

若桜町 産業観光課

http://www.town.waka 0858-82-2238
sa.tottori.jp/

八頭町産業観光課

0858-76-0208

12月

１月

第８回かまくら祭り

2月22（日）

２月

３月

H27年4月
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