
１人最大400円分の
割引券を配付します！

1,200円分の割引券がもらえます！

米子駅

ワシントン
ホテルプラザ
ワシントン
ホテルプラザ

米子市文化ホール米子市文化ホール

米子駅前バスターミナル米子駅前バスターミナル

◀

境港イオン
米子駅前店

イオン
米子駅前店

米子コンベンションセンター

ACCESS

■JR米子駅、駅前バスターミナルから徒歩5分■JR米子駅、駅前バスターミナルから徒歩5分

会場の往復に公共交通機関などをご利用の場合、入場受付時に

Yonago Public Transportation Fureai Festa

バス・タクシーの車両展示、ミニサンライズ号の乗車体験をはじめ、
バスの運転手さんの気分になれるシミュレーター、
キッチンカーやスタンプラリー、ステージイベントなど、

子どもから大人まで楽しめるイベントです♪

当日の来場に当たっては、お身体の様子を「連絡先カード」に記入の上、提出をお
願いします。連絡先カードはチラシから切り離して持参してください。マスクの着
用・手指消毒もお願いします。

「よなご公共交通ふれあいフェスタ」の開催費用の一部は、公益財団法人日本デザインナンバー
財団が行う「地方版図柄入りナンバープレートの寄付金活用事業」により助成されています。

新型コロナウイルス感染症防止対策についてのお願い
（米子市交通政策課内）
よなご公共交通ふれあいフェスタ実行委員会 事務局

TEL.0859-23-5271お問合せ配付
時間
　9：30～10：30
12：30～13：00

（先着3,000枚）
（先着2,000枚）

※詳しくは裏面の「連絡先カード」をご覧ください。
※イベント内で利用可能です。

※

例えば、家族３人でバスをご利用の場合

当日は
「公共交通機関」を使って来てね！

202022

日11/ 開催!

９：３０（開場）～１５：３０
［ステージイベント 10：00～］

米子コンベンションセンター
多目的ホール（メイン会場）
及び周辺エリア　　　　　　

会場

時間

©水木プロ



新型コロナウイルス
関係の申告
※当日、入口にて回収します。

※上記「あり」に一つでも該当される場合は、入場をご遠慮ください。

当日のご来場・お帰り方法について、
右記にチェックをお願いします。

□ＪＲ　□バス　□タクシー　…1人あたり400円分のイベント内割引券を先着でプレゼント
□自転車　□徒歩　…１人あたり200円分のイベント内割引券を先着でプレゼント

□自動車等　…割引券のプレゼントはありません
（立体駐車場の駐車券の無料処理は可能です）

住所 〒

フリガナ

氏名（代表者） 人数 人

TEL

協
賛
企
業
一
覧

連絡先カードのご記入のお願い 会場にも記入用紙はございますが、事前に記入してご来場いただくとスムーズに入場できます。

（アルファベット順・五十音順）

キリトリ線

お預かりした個人情報は来場・帰宅方法の情報管理及び万が一、新型コロナウイルス感染者が発生した場合に保健所など公的機関へ情報提供する場合があります。

本日11/20（日）の
お身体の様子

せき等風邪の症状の有無

37.5度以上の発熱の有無

あり　・　なし

あり　・　なしご来場される同一グループ内に
右記に該当される方がおられますか？

・DANCE Inc.
・ent
・HHP
・RELIFE
・SO-JU
・TIAMO
・和心総合法律事務所
・青空オート
・あっぷるはうす

・石田コーポレーション
・今井書店グループ
・栄和電気工事
・えこ便
・エスイー鉄建
・オクト
・大上建築
・小田原工務店
・カーロード山陰

・亀山設計
・川中・野口法律事務所
・環建
・木美デザイン建築社
・キャルコン
・クォーツ
・九重谷銃砲火薬店
・クローバーホールディングス
・ケイ・エス・エンタープライズ

・ケーオウエイ
・米泳ぐ
・米吾
・サフラン薬局
・山陰ビデオシステム
・小路インテリア
・ジョモネット山陰
・西部ホンダ販売
・葬仙

・相和
・曽我工業
・大松建設
・大丸水機
・中海テレビ放送
・つばめタクシー
・バンビ
・槇野金物本店
・松浦組

・まほろば税理士法人
・丸合
・美さご
・美保テクノス
・目久美
・やまさき
・米子ガスグループ
・米子青果
・米子報知機

〇主催／よなご公共交通ふれあいフェスタ実行委員会（米子市、米子商工会議所青年部、西日本旅客鉄道株式会社、日ノ丸自動車株式会社
　　　　日本交通株式会社、一般社団法人鳥取県ハイヤータクシー協会、株式会社ＤＡＲＡＺコミュニティ放送）

〇後援／鳥取県

ステージエリア（多目的ホール内）
多目的ホール

情報プラザ（コンベンションセンター１Ｆ）１３：００～米子東高校　ダンス部
１３：１５～米子西高校　応援部
１３：３０～米子高専　ダンス同好会
１３：４５～バニードール
１４：００～ＡＮＩＭＡ（アニマ）

１０：００～ 実行委員長あいさつ

１０：０５～ がいな太鼓

１０：３０～ 山下裕子氏・吉谷崇氏による
 基調講演

１１：３０～ 伊木隆司　米子市長あいさつ

１１：４０～ 公共交通とまちづくりの
 キーパーソンによるトークセッション

１３：００～ ダンスパフォーマンス

「鳥取県ＭａａＳセミナー」の第二部。「ウォーカブル推進事業と
公共交通」をテーマに、リアル、オンライン、ラジオでハイブリッ
ド開催。

鳥取県ＭａａＳエコシステム共創コンソーシアムが主催する
「令和４年度第３回鳥取県ＭａａＳセミナー」の第一部を開催。
ひと・ネットワーククリエーター山下 裕子 氏と株式会社設計
領域代表取締役／技術士（建設部門）吉谷 崇 氏が「中心市街
地の活性化と公共交通の役割」「米子の都市構造のポテンシャ
ル」をテーマに講演。

就将子供連による米子がいな太鼓の披露

槇野永一実行委員長（米子商工会議所青年部副会長）
山陰鉄道開業120周年記念
「駅スタンプラリー」抽選会

バス・タクシー車両展示
米子市にゆかりのある米子市循環バス「だんだんバス」、米子
市淀江町巡回バス「どんぐりコロコロ」、米子鬼太郎空港「空港
連絡バス（鬼太郎ラッピングバス）」、中型路線バス、ＵＤタク
シー、中型タクシーを展示。車内に入れます。

バスの乗り方教室

バスシミュレーターに乗って
バスの運転手さんの気分になろう！

クイズ＆スタンプラリー抽選会場
会場内での買物とクイズに答え、だんだんバスの「歴史コース」
「まちなかコース」にも乗車。オールコンプリートで、豪華景品が
当たる抽選に参加しよう！

山陰鉄道（境～米子～御来屋）が明治35年
11月１日に開業してから今年で120周年！
これを記念した「境港駅」「米子駅」「御来屋
駅」をめぐる「駅スタンプラリー」の抽選会を開催！
※10月22日からスタート
※スタンプラリーの台紙は対象の３つの駅に設置しています

展示している中型路線バスを使用してバスの乗り方教室を４
回実施します。
①10:00～ ②11:00～ ③13:00～ ④14:00～

バスシミュレーター

公共交通啓発ブース
ＪＲ西日本、日ノ丸自動車、日本交通、鳥取県ハイヤータクシー協
会、米子市の各ブースを設置。地元の公共交通を知ろう！

クラフトブース
缶バッジやペーパークラフトの作成

くつろぎスペース
飲食スペースとしてご利用いただけます。

ホワイエエリア

鉄道グッズやバス廃品を販売。ここでしか買うことのできない
レアなアイテムも。

ヘッドマーク展示
懐かしく貴重な鉄道ヘッドマークを多数展示。

公共交通物品販売

スーパーボールすくい、消しゴムづくり、
ヨーヨー釣りなどを予定しています。

縁日コーナー ※割引券使用不可

ロータリーエリア

玄関前・彫刻ロードエリア

マイナンバーカードの普及率全国トップ
10入りを目指し、普及を促進！ カード
の申請が行えます！

屋台出店 彫刻ロードに10店舗の出店（予定）

公共交通で来よう！ ほろ酔いコーナー
公共交通のメリットは「呑める！」 来場はぜひ公共交通で！

ＪＲ西日本で活躍する高所作業車を展示。
イベント当日、万一の緊急時は
展示場所から現場に向かいます。
（リフトへの乗車はできません。）

ＪＲ西日本のミニサンライズ号がやってくる！
（先着順で整理券の配付があります。）
①９：30～ …80名　②12：30～ …60名

キッチンカーによる飲食販売。12店舗の出店（予定）

・とんこばぁばのおでかけキッチン
・大山たかはし農園
・フードトラック　ルミナス
・クレープ　アスカ
・丸三商店
・道産子

・おこわん号
・POPMAIZ
・ヨーロッパ屋台OTTO
・旬鮮いけよし
・ちっちき亭
・米吾

キッチンカー

ミニサンライズ号乗車体験

ＪＲ高所作業車展示

・リバース
・レゴリス幸伸
・渡部

「DARAZ FM 79.8mHz」
生放送
まちを元気に！メイン会場から生放送！

こども制服を着用して記念撮影しよう！
JRこども制服コーナー

〇パネリスト

グリーンスローモビリティー乗車体験グリーンスローモビリティー乗車体験
今話題のグリーンスローモビリティーに
乗車してみよう！
（先着順で整理券の配付があります。）
①9：30～ …60名分  ②12：30～ …30名分

山下 裕子　氏 吉谷 崇　氏

西日本旅客鉄道㈱
理事　山陰支社長
佐伯 祥一　氏

㈱GOOD GROW
代表取締役
亀井 智子　氏

米子商工会議所
青年部　会長
今倉 善道　氏

マイナンバーカードラッピングカーマイナンバーカードラッピングカー

伊木 隆司　米子市長

〇コーディネーター
㈱DARAZコミュニティ放送
代表取締役　冨田 寛　氏

日本交通㈱
常務取締役
澤 耕司　氏

㈱米子青果
常務取締役
上田 理恵子　氏

先着140名に景品プレゼント！特賞は豪華景品が！

MAP INFORMATION

会場MAPはコチラから
ご確認頂けます


