
4/3（金）
ＪＲ津田沼 6:00発 高速ﾊﾞｽ （予約番号101、102）
羽田空港 6:45着

8:15発 ＪＡＬ1663
出雲空港 10:05着 距離表示 28,383k

10:00 ﾚﾝﾀｶｰ配車 ﾄﾖﾀﾚﾝﾀｶｰｶｳﾝﾀｰ ﾄﾖﾀbits禁煙車
10:16発 (4.5ｋ) 県232号(2.3ｋ) 国9号(2.2ｋ)

簸川郡斐川町 10:40着 斐川公園 （10:40-11:20） 評価☆☆☆ 運動公園
約10,00本 評価☆☆☆☆☆2009年4月上旬～中旬
島根県簸川郡斐川町直江 斐川公園管理棟0853-72-3837

11:20発 (6ｋ) 県275号(4.5ｋ) 県232号(1.5ｋ)
出雲市平田町 11:40着 愛宕山公園 （1140-11:50） 評価☆☆ 地域小公園

約600本（ソメイヨシノ、） 2009年4月上旬 (4/1 五分咲き)
島根県出雲市平田町 0853-63-0893 出雲観光協会平田支所

11:50発 （8ｋ) 県232号(1.5ｋ) 国431号(4.5ｋ) 分岐 国431号(2ｋ)
出雲市今市町 12:15着 （11:25-11:45） 評価☆☆ 道路沿い土手

約xxx本（） 2009年3月下旬～4月上旬
島根県出雲市平田町 0853-30-6015（出雲市文化観光案内所）

12:20発 （8.5ｋ) 国431号(8.5ｋ)
出雲市大社町 12:30着 昼食 （12:30-13:10）

島根ワイナリー
13:10発 （1.5ｋ) 国431号(1.5ｋ)

出雲市大社町 13:15着 出雲大社 神苑 （13:15-13:408） 評価☆☆ 大社境内の桜
約xxx本（） 3月下旬～4月中旬（例年） (4/1 七分咲き)
出雲市大社町杵築東 出雲大社境内

13:40発 (10.5ｋ) 国431号(2ｋ) 要28号(5ｋ)
国9号(2ｋ) 他xx(1.5ｋ)

出雲市今市町 14:00着 一の谷公園 （14:00-14:15） (4/1 咲き始め) 評価☆☆ 地域小公園
約800本（ソメイヨシノ） 開花予想3/29 2009年3月下旬～4月上旬
島根県出雲市今市町 0853-30-6015 出雲市文化観光案内

他xx(2ｋ) 南神立橋 要26号(21ｋ)
14:15発 (25.5ｋ) 国54号(1ｋ) 県272号(1.5ｋ)

出雲市乙立町 立久恵峡
約xxx本（） 2009年4月上旬～2009年4月中旬
出雲市乙立町
0853-21-2211（出雲市観光政策課）

出雲市多伎町 手引ケ丘公園
約xxx本（） 2009年3月下旬～2009年4月上旬
出雲市多伎町口田儀458-1
0853-86-3644（風の子楽習館）

雲南市三刀屋町 14:55着 三刀屋川堤防 （14:55-15:20）  (4/1 満開) 評価☆☆☆ 城址と川原
約200本（ソメイヨシノ） 開花予想3/30 4月上旬～中旬（例年）
雲南市三刀屋町三刀屋川土手 雲南市商工観光課0854-40-1054

15:20発 (4.5ｋ) 県272号(1.5ｋ) 国54号(1ｋ) 県332号(2ｋ)
雲南市木次町 15:30着 斐伊川堤防 （15:30-16:00）  (4/1 満開) 評価☆☆☆☆ 桜名所100選

約1,000本（ソメイヨシノ） 開花予想4/2 3月下旬～4月上旬（例年）
雲南市木次町木次 斐伊川堤防 雲南市商工観光課0854-40-1054

16:00発 (9.5ｋ) 要45号(1ｋ) 要24号(8ｋ) xx号(0.5ｋ)
雲南市大東町 16:20着 丸子山公園 （16:20-16:40） 評価☆☆ 地域小公園

約200本（ソメイヨシノ） 3月下旬～4月中旬（例年）
雲南市大東町大東 雲南市商工観光課0854-40-1054

16:40発 (19.5ｋ) xx号(0.5ｋ) 要24号(5.8ｋ) 要24号(7ｋ)
xx号(4.2ｋ) 要25号(2ｋ)

松江市玉湯町 17:30着 玉造温泉泊 〒699-0201　島根県松江市玉湯町玉造1042
旅亭　山の井 TEL：0852-62-0621 評価☆☆

夕食 （18:30-20:30） 走行距離 102k

松江市玉造 （20:45-21:30） 評価☆☆☆玉湯川桜並木・夜桜

（新川）桜土手(鳶巣土手)

【結果】島根・鳥取桜めぐり行程（2009/04/03-4/07）



【結果】島根・鳥取桜めぐり行程（2009/04/03-4/07）

4/4（土）
松江市玉湯町 旅亭　山の井

朝食 （7:30-8:00） 距離表示 28,485k

8:40発 （0.5ｋ) xx号(0.5ｋ)
松江市

島根県八束郡八雲村熊野２４５１
０８５２ー５４－００８７

松江市
約xxx本（） 2009年3月初旬～5月初旬
松江市大庭町1614 出雲かんべの里0852-28-0040

八束郡東出雲町
約xxx本（） 2009年4月上旬～4月中旬
八束郡東出雲町揖屋町 0852-52-6717（東出雲町役場産業建設課）

八束郡東出雲町
約xxx本（） 2009年4月上旬～4月中旬
八束郡東出雲町上意東1965-1 お問合せ:0852-52-7888（東出雲おちらと村）

松江市玉造 8:40着 （8:40-8:55） 評価☆☆☆

約400本（ソメイヨシノ） 2009年3月下旬～4月上旬 (4/1 七分咲き)
島根県松江市玉湯町玉造～湯町0852-62-3300 松江観光協会玉造温泉支部

8:55発 (6.5ｋ) 国9号(6ｋ) 要37号(0.5ｋ)
松江市 桜なし、通過

約xxx本（） 2009年4月上旬
島根県松江市宍道湖畔 0852-27-5843（松江観光協会）

(1.5ｋ) 要37号(1.5ｋ)
松江市 9:10着 （9:10-10:50）  (4/1 五分咲き) 評価☆☆☆☆

約360本（ソメイヨシノ、） 開花予想3/30　2009年3月下旬～ 4月上旬
島根県松江市殿町1-5 0852-21-4030 松江城山公園管理事務所

10:50発 (0.5ｋ) xx号(0.5ｋ)
松江市 10:55着 （10:55-11:07） 評価☆☆☆ 一本桜

シダレザクラ3本・ソメイヨシノ27本。2009年3月末～4月上旬
島根県松江市石橋町 千手院0852-21-1791

11:07発 (13ｋ) 要21号(10ｋ) 要37号(0.5ｋ) チェリーロード(2.5ｋ)
松江市 11:30着 （11:30-12:00） 評価☆☆☆ 海岸沿道路

約700本（ソメイヨシノ） 2009年4月上旬 (4/1 五分咲き)
松江市島根町野波～佐波 0852-55-5722 松江市島根支所水産観光振興室

(31ｋ) チェリーロード(1.5ｋ) 要37号(11ｋ)
12:00発 県152号(2ｋ) 国431号(8ｋ) 要2号(7ｋ) xx号(1.5ｋ)

松江市 12:40着 （12:40-12:50） 評価☆☆ つぼみの為
約xxx本（） 2009年4月上旬
島根県松江市美保関町美保関 0852-72-2811（松江観光協会美保関町支部）

12:55発 (1.5ｋ) xx号(1.5ｋ)
松江市 13:00着 （13:00-13:35） 評価☆ 跡地・見所なし

13:35着 (7.5ｋ) 要2号(7ｋ) 国431号(0.5ｋ)
松江市 13:45発 昼食 （13:45-14:25） 沿道の食事処

14:30発 (1.5ｋ) 要2号(1ｋ) 国431号(0.5ｋ)
境港市 14:45着 （14:45-14:50） 評価☆☆ 地域小公園

2009年3月下旬～ 4月上旬 (4/1 咲き始め)
約350本（ソメイヨシノほか） 桜まつり　3月28日（土）～4月12日（日）
鳥取県境港市花町 0859-47-3880 境港市観光協会

14:50発 (6.5ｋ) 国431号(5ｋ) 県271号(1.5ｋ)
境港市 15:15着 （15:15-15:27） 評価☆☆ 鳥取空港脇小公園

約xxx本（） 2009年3月下旬～2009年4月中旬
境港市小篠津町 0859-45-0702（サントピア桜まつりの会）

15:27発 (19ｋ) 県431号(14.5ｋ) 国9号(3.5ｋ) 県299号(0.5)
xx号(0.5ｋ)

松江城

チェリーロード

宍道湖畔　白潟公園

東出雲おちらと村

境台場公園

熊野大社

玉湯川桜並木

美保神社・関の五本松

美保関灯台

出雲かんべの里

中浜サントピア

千手院の大しだれ

東出雲町中央公園



【結果】島根・鳥取桜めぐり行程（2009/04/03-4/07）

米子市 16:10着 （16:10-16:20） 評価☆ 桜は数本
約70本 2009年3月下旬～2009年4月上旬
米子市淀江町福岡152 0859-37-2311（米子市観光協会）

16:20発 (20ｋ) ｘｘｘ号(0.5ｋ) 国9号(10ｋ) 県431号(4ｋ)
県207号(2ｋ) 国9号(2ｋ) 要28号(1ｋ) xx号(0.5ｋ)

米子市 （16:10-16:25）
約xxx本（） 2009年3月下旬～2009年4月上旬
米子市尾高2377　シャトーおだか前0859-39-3701（シャトーおだか）

米子市 17:00着 （17:00-17:15） 評価☆☆ 雨天の為
湊山公園 (4/1 咲き始め) 2009年3月下旬～2009年4月中旬
約xxx本（） 米子市西町 米子桜まつり　4月3日（金）～12日（日）※予定
米子城趾には登れない 0859-37-2311（米子市観光協会）

17:15発 (1ｋ) ｘｘｘ号(1ｋ)
米子市 17:20着 （17:20-17:25） 評価☆☆ 街中の散歩路

約xxx本（） 車で通過 2009年3月下旬～2009年4月上旬
米子市尾高町・天神町 0859-37-2311（米子市観光協会）

17:25発 (2ｋ) ｘｘｘ号(0.5ｋ) 国9号(1.5ｋ)
米子市 17:35着 ホテル泊 〒683-0805　 鳥取県米子市西福原1-1-55　

ﾎﾃﾙｻﾝﾙｰﾄ米子 TEL．0859-33-0911　 評価☆☆☆

夕食 （19:00-20:30） 走行距離 127k

湊山公園・米子城趾

伯耆古代の丘公園

尾高城 中の丸跡

加茂川沿い



【結果】島根・鳥取桜めぐり行程（2009/04/03-4/07）

4/5（日）
米子市 ﾎﾃﾙｻﾝﾙｰﾄ米子

朝食 （7:30-8:00） 距離表示 28,612k

8:42発 (10ｋ) 国9号(2.5ｋ) 深浦橋 国9号(1.5ｋ) 陰田町
国9号(3ｋ) 清水入口 県257号(2ｋ) 県245号(1ｋ)

安来市 9:20着 清水寺 （9:20-9:37） 評価☆☆☆ 桜の本数は少ない
約1000本（ソメイヨシノ） 2009年4月上旬～4月中旬 (4/1 咲き始め)
安来市清水町528 0854-22-2151 清水寺

0854-23-1100（清水観光協会・ゆう心）
9:37発 (7.5ｋ) 県245号(5ｋ) 要9号(2.5ｋ)

安来市 9:55着 安来公園 （9:55-10:05）  (4/1 咲き始め) 評価☆☆☆ 地域小公園
約500本（ソメイヨシノ） 開花予想3/31 2009年3月下旬～4月上旬
島根県安来市安来町 0854-23-7667 安来市観光協会

0854-23-3340（安来市商工観光課）
10:06発 要45号(9ｋ)

安来市 10:20着 太鼓壇公園 （10:20-10:40） (4/1 五分咲き) 評価☆☆ 河川沿小公園
約1000本（ソメイヨシノ） 2009年3月下旬～4月中旬
島根県安来市広瀬町富田 0854-32-3357 広瀬町観光協会

10:40発 (3ｋ) 要45号(3ｋ)
安来市 10:50着 足立美術館 （10:50-13:25） 評価☆☆☆☆☆ 庭園が素晴しい、桜はない

島根県安来市安来町
昼食 （12:00-12:30）

13:25発 (20.5ｋ) 要45号(2ｋ) xx号(1ｋ) 県102号(10ｋ)
県101号(4.5ｋ) 県102号(1.5ｋ) 国180号(1.5ｋ)

西伯郡南部町 14:00着 （14:00-14:40） 評価☆☆☆ 土手沿並木
約xxx本（） 2009年4月上旬～4月中旬 (4/1 五分咲き)
城山は跡地 一式飾り　4月11日（土）・12日（日）
西伯郡南部町鴨部 0859-64-3783（南部町観光協会）

南部町観光協会　0859-64-3787 
14:40発 (3ｋ) 国180号(3ｋ)

西伯郡南部町 14:50着 南部町緑水湖 （14:50-15:10） 評価☆☆ 賀祥ﾀﾞﾑ湖、桜はまばら
約xxx本（） 2009年4月中旬
西伯郡南部町下中谷606 0859-64-3783（南部町観光協会）

or 0859-66-5111（緑水園）
15:10発 (18.5ｋ) 国180号(6ｋ) xxx号(7ｋ) 要1号(5ｋ) ｘｘｘ号(0.5ｋ)

西伯郡南部町 15:30着 （15:30-16:35） 評価☆☆☆☆ ﾌﾗﾜｰﾊﾟｰｸ
約xxx本（） 2009年4月上旬～4月中旬

桜まつり　4月11日（土）・12日（日）
西伯郡南部町鶴田110 0859-48-3030（とっとり花回廊）

16:35発 (9ｋ) ｘｘｘ号(1ｋ) ｘｘｘ号(2ｋ) 国181号(6ｋ)

法勝寺川・法勝寺城山公園

県立ﾌﾗﾜｰﾊﾟｰｸ　とっとり花回廊 



【結果】島根・鳥取桜めぐり行程（2009/04/03-4/07）

西伯郡伯耆町
約xxx本（） 2009年4月10前後
西伯郡伯耆町番原
0859-62-0714（伯耆町産業振興課商工観光室）

西伯郡伯耆町
約xxx本（） 2009年4月下旬
西伯郡伯耆町枡水高原
0859-52-2420（桝水フィールドステーション）

西伯郡伯耆町
約xxx本（） 2009年4月中旬
西伯郡伯耆町藍野　大山ペンション村前
0859-68-4212（伯耆町地域再生戦略課）

日野郡日野町
約xxx本（） 2009年4月中旬～2009年5月上旬
日野郡日野町中菅
0859-72-2101（日野町観光協会）

日野郡日野町
約xxx本（） 2009年4月上旬～2009年4月中旬
鳥取県日野郡日野町
0859-72-0331（日野町役場）

日野郡日南町
約xxx本（） 2009年4月下旬～2009年5月上旬
日野郡日南町神戸上
0859-83-0455（花見山スキー場テレフォンサービス）

米子市福市　 16:47着 （16:47-17:06） 評価☆☆☆ 古墳小公園
約xxx本（） 2009年3月下旬～2009年4月上旬
米子市福市　 0859-23-5212 （米子市観光協会）

17:06発 (9ｋ) ｘｘｘ号(0.5ｋ) 県244号(4ｋ) 県206号(4ｋ) ｘｘｘ号(0.5ｋ)
米子市 17:18着 かんぽの宿　皆生

17:35発 (1ｋ) ｘｘｘ号(0.5ｋ) ｘｘｘ号(0.5ｋ)
米子市 17:40着 （17:40-17:55） 評価☆☆ 地域小公園

約xxx本（） 2009年3月下旬～2009年4月上旬
米子市皆生温泉（OUランド裏) 0859-33-2051(皆生温泉観光株式会社)

17:55発 (1ｋ) ｘｘｘ号(1ｋ)
米子市 18:00着 皆生温泉泊 〒683-0002米子市皆生新田3-1-7

かんぽの宿　皆生TEL：085－933－4421 評価☆☆☆

夕食 （19:00-21:00） 走行距離 99k

福市遺跡 

番原公園

桝水高原

き しもと山の手通り

花見山

滝山公園

日野川沿いの桜並木

皆生温泉 桜園



【結果】島根・鳥取桜めぐり行程（2009/04/03-4/07）

4/6（月）

米子市 皆生温泉
朝食 （7:30-8:00） 距離表示 28,711k

8:40発 (18.5ｋ) 県207号(0.5ｋ) 国431号(3ｋ) 国9号(14ｋ) ｘｘｘ号(1ｋ)
西伯郡大山町 9:00着 名和神社 （9:00-9:20） 評価☆☆☆☆ 古刹

名和公園 当日満開 評価☆☆☆☆ 地域小公園
約xxx本（） 2009年4月上旬 (4/1 咲き始め)
鳥取県西伯郡大山町御来屋 0859-53-3110（大山町観光商工課）

0859-52-2502大山町観光協会
9:20発 (7ｋ) 国9号(6ｋ) 県269号(0.5ｋ) ｘｘｘ号(0.5ｋ)

西伯郡大山町 9:35着 （9:35-9:43） 評価☆ 桜は数本
30本（ソメイヨシノ） 2009年4月上旬 (4/1 咲き始め)
鳥取県西伯郡大山町松河原 0859-53-3110 大山町観光商工課

9:43発 (0.5ｋ) ｘｘｘ号(0.5ｋ)
西伯郡大山町 9:45着 （9:45-9:52） 評価☆ 桜は数本

約xxx本（） お船頭さん公園はパス 2009年4月上旬
鳥取県西伯郡大山町松河原 0859-53-3110 大山町観光商工課

9:52発 (8.5ｋ) 国9号(8ｋ) 県278号(0.5ｋ)
東伯郡琴浦町 10:10着 （10:10-10:27） 評価☆☆☆

約xxx本（） センター内は立ち入り禁止。前庭の桜が満開
東伯郡琴浦町大字出上14 家畜改良センター鳥取牧場0858‐55‐1511

琴浦町観光協会　0858-55-7811
10:27発 (5ｋ) 県278号(0.5ｋ) 国9号(4ｋ) ｘｘｘ号(0.5ｋ)

西伯郡大山町  (4/1 咲き始め)
約150本（ソメイヨシノ、） 2008年4月中旬
鳥取県西伯郡大山町羽田井
0859-53-3110 大山町観光商工課

西伯郡大山町
約xxx本（） 2009年4月上旬
大山町中山
0858‐58‐2624 （中山観光協会）

東伯郡琴浦町 船上山桜まつり4月26日（日）

約4300本（ヤマザクラ、シダレザクラ、ソメイヨシノほか）
鳥取県東伯郡琴浦町山川  (4/1 咲き始め)
0858-55-7801 琴浦町商工観光課

西伯郡大山町
約xxx本（）2009年4月上旬～4月中旬
大山町豊房0859-53-3110（大山町観光商工課）

東伯郡琴浦町 10:40着 八橋公園 （10:40-10:50） 評価☆ 地域小公園
約xxx本（） 桜まつり　4月12日（日）
東伯郡琴浦町八橋 八橋振興会　0858-52-3338 

10:50発 (19.5ｋ) ｘｘｘ号(0.5ｋ) 国9号(0.5ｋ) 県151号(16ｋ)
34号(0.5ｋ) 県205号(1.5ｋ) ｘｘｘ号(0.5ｋ)

倉吉市 11:20着 打吹公園 （11:20-11:55）  (4/1 満開) 評価☆☆☆☆ 桜名所100選
約4000本（ソメイヨシノほか） 倉吉春まつり　4月1日（水）～5月20日（水）
鳥取県倉吉市仲ノ町 倉吉観光案内所0858-22-1200

倉吉ほっとプラザ0858-26-9095
11:55発 (4ｋ) ｘｘｘ号(0.5ｋ) 要38.22号(2ｋ) ｘｘｘ号(0.5ｋ)

倉吉市 12:15着 極楽寺の枝垂れ桜（13:50-14:05） 評価☆☆ 一本桜
シダレサクラ（樹齢約140年） 3月下旬～4月上旬
鳥取県倉吉市八屋130 0858-22-8158(倉吉市観光協会) 

0858-22-1200（倉吉観光案内所）
12:25発 (7ｋ) ｘｘｘ号(0.5ｋ) 要22号(6ｋ) ｘｘｘ号(0.5ｋ)

東伯郡湯梨浜町 12:45着 九品山大伝寺 （15:00-15:15）  (4/1 満開) 評価☆ 車進入禁止の小寺

23本（ソメイヨシノ） 2009年3月下旬～2009年4月上旬
鳥取県東伯郡湯梨浜町引地509 0858-32-0954 九品山大伝寺

12:55発 (0.5ｋ) ｘｘｘ号(0.5ｋ)

家畜改良センター鳥取牧場

木ノ根神社

船上山万本桜公園

萩原桜並木

豊房地区の桜並木

逢坂八幡宮 お船頭さん公園

報恩峠のサクラ



【結果】島根・鳥取桜めぐり行程（2009/04/03-4/07）

東伯郡湯梨浜町 13:00着 昼食 （13:00-13:30）
燕趙園

13:35発 (31ｋ) 要29号(9ｋ) 要21号(21ｋ) ｘｘｘ号(1ｋ)
鳥取市鹿野町 14:10着 鹿野城跡公園 （14:10-14:40）  (4/1 咲き始め) 評価☆☆☆☆ 堀端の桜が見事

約500本（ソメイヨシノ） 鹿野桜まつり3月22日（日）～4月19日（日）
鳥取県鳥取市鹿野町鹿野 0857-84-2099 鹿野町総合支所産業建設課

14:40発 (15ｋ) ｘｘｘ号(1ｋ) 要21号(14ｋ)
鳥取市 14:55着 湖山池青山公園 （14:55-15:30）  (4/1 満開) 評価☆☆☆ 島全体に各種桜

478本（ソメイヨシノなど31種） 2009年3月下旬～2009年4月上旬
鳥取県鳥取市高住 0857-22-3318 鳥取市観光案内所

15:30発 (6ｋ) ｘｘｘ号(0.5ｋ) 要21号(2ｋ) 県264号(2.5ｋ) ｘｘｘ号(1ｋ)
鳥取市 15:40着 （15:40-16:00） 評価☆☆☆☆

陸上二面、ｻｯｶｰ二面、野球場、体育館のある総合運動公園の桜の園。
約100本 烏取市布勢 ｺｶ・ｺｰﾗｳｴｽﾄｽﾎﾟｰﾂﾊﾟｰｸ0857‐28‐7221

烏取市観光案内所0857-22-3318
16:00発 (15.1ｋ) 要21号(1.5ｋ) 要29号(2ｋ)

国9号鳥取ﾊﾞｲﾊﾟｽ(7.6ｋ) 国9号(4ｋ)
岩美郡岩美町 16:20着 大岩駅桜並木 （16:20-16:30） 評価☆☆☆ 無人駅の線路脇並木

約xxx本（）
岩美郡岩美町大谷 岩美観光協会0857-72-3481 

16:30発 (6.5ｋ) 国9号(5.5ｋ) ｘｘｘ号(1ｋ)
鳥取県・岩井町 16:40着 岩井温泉泊 〒681-0024鳥取県岩美郡岩美町岩井544

岩井屋 TEL：0857-72-1525 評価☆☆☆☆ 細やかなｻｰﾋﾞｽ
夕食 （18:30-20:30） 走行距離 144k

コカ・コーラウエストスポーツパーク



【結果】島根・鳥取桜めぐり行程（2009/04/03-4/07）

4/7（火）
鳥取県・岩井町 岩井屋 

朝食 （7:30-8:00） 距離表示 28,855k

8:30発 (49.5ｋ) ｘｘｘ号(0.5ｋ) 国9号(7ｋ) 国9号鳥取ﾊﾞｲﾊﾟｽ(8.6ｋ)
要41号(3ｋ) 要42号(7.5ｋ) 要32号(4.1ｋ)

国53号(18.3ｋ) 県373号(0.5ｋ)
八頭郡智頭町 9:45着 千代川河畔桜土手 （9:45-10:45）  (4/1 五分咲き) 評価☆☆☆ 散歩道、佇めない

約180本（ソメイヨシノ） 桜まつり　4月11日（土）・12日（日）

八頭郡智頭町智頭 千代川河畔 0858-76-1111 智頭町観光協会（智頭町総合案内所内）

10:35発 (11ｋ) 県373号(0.5ｋ) 国53号(10.5ｋ)
鳥取市河原町 10:52着 大善寺の大しだれ （10:52-11:07） 評価☆☆☆ 一本桜

樹齢100年以上の老木。
鳥取市用瀬町用瀬 鳥取市用瀬町総合支所地域振興課0858‐87‐2111

11:07発 (16.7ｋ) 174号(0.5ｋ) 国53号(3.7ｋ) 県231号(4ｋ) 県195号(2ｋ)
県196号(3.5ｋ) 要49号(3ｋ)

鳥取市河原町 11:30着 （11:30-11:38） 評価☆☆ 一本桜、散始め
1本（シダレザクラ）
烏取市河原町弓河内（露木氏所有）烏取市観光案内所　TEL 0857-22-3318

11:38発 (10ｋ) 要49号(3ｋ) 県196号(3.5ｋ) 県195号(2ｋ) 要32号(1ｋ)
ｘｘｘ号(0.5ｋ)

鳥取市河原町 11:54着 長瀬の大しだれ （11:54-12:00） 評価☆☆ 一本桜、枝折れしていた
1本（シダレザクラ） 2009年4月上旬 (4/1 つぼみ)
鳥取市河原町長瀬 中島(なかしま）様宅0858-76-3115 鳥取市河原町総合支所産業建設課

12:00発 (1ｋ) ｘｘｘ号(1ｋ)
鳥取市河原町 12:05着 河原城 （12:05-12:10） 評価☆ 枝垂れ並木が未成熟

12:10発 (6.1ｋ) 要32号(4.6ｋ) 県482号(1ｋ) ｘｘｘ号(0.5ｋ)
鳥取市河原町 12:25着 天満山公園 （12:25-12:42） 評価☆☆ 地域小公園

約xxx本（）
八頭郡八頭町船岡 八頭町役場船岡支所産業建設課0858-72-3973 

12:42発 (16.9ｋ) ｘｘｘ号(0.5ｋ) 国482号(1ｋ) 要32号(2.2ｋ) 国9号(4.2ｋ)
国323号(7.5ｋ) 国53号(0.5ｋ) ｘｘｘ号(1ｋ)

鳥取市河原町 若桜駅
約xxx本（） 若桜さくら祭り　4月12日（日）

鳥取県八頭郡若桜町若桜 若桜鉄道株式会社0858-82-0919

鳥取市 13:20着 昼食 （12:20-13:20）
鳥取市 13:20着 久松公園 （13:20-13:50）  (4/1 咲き始め) 評価☆☆☆☆ 桜名所100選

249本（ソメイヨシノほか） 2009年4月上旬～2009年4月中旬
鳥取県鳥取市東町・鳥取城跡 0857-22-3318 鳥取市観光案内所

仁風閣0857-26-3595 
13:50発 (2.5ｋ) ｘｘｘ号(1ｋ) 県192号(1ｋ) ｘｘｘ号(0.5ｋ)

鳥取市 13:55着 袋川土手 （13:55-14:00）  (4/1 五分咲き) 評価☆☆ 街中の散歩路
約230本 通過 さくらまつり　4月4日(土)・5日（日）
烏取市元町～材木町付近 烏取市観光案内所 0857-22-3318

13:55発 (2ｋ) 国53号(1ｋ) ｘｘｘ号(1ｋ)
鳥取市 14:00発 昼食 （14:00-14:20）

14:20発 鳥取ジャスコ
鳥取市 14:30着 （14:30-16:05） 評価☆☆☆☆

約100本 烏取市布勢 ｺｶ・ｺｰﾗｳｴｽﾄｽﾎﾟｰﾂﾊﾟｰｸ0857‐28‐7221
烏取市観光案内所0857-22-3318

16:05発 (4.5ｋ) 要21号(1.5ｋ) 264号(3ｋ)
鳥取空港 16:25着 ﾚﾝﾀｶｰ乗捨て ﾄﾖﾀﾚﾝﾀｶｰｶｳﾝﾀｰ 距離表示 28,983k

17:40発 ＡＮＡ298 走行距離 128k

羽田空港 18:55着 総走行距離 600k

19:15発 高速ﾊﾞｽ
ＪＲ津田沼 20:15着

コカ・コーラウエストスポーツパーク

弓河内の大しだれ桜


