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■名　前：湖池ちゃん
■生息地：湖山池の畔
■誕生日・年齢：不明　　　■性　別：不明
■性　格：のんびりとした性格。急ぐ時は空を
　　　　　飛ぶことも…（未確認）
■好きなもの：湖山池、温泉、素ラーメン
■趣　味：日帰り温泉旅行、ウォーキング

●●●●●●●●●●●●●●●鳥取県のマスコットキャラクター
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　　　　　　　　　　■名　前：コヤマみどり
　　　　　　　　　　　　　　　（愛称：コヤちゃん）
■住　所：鳥取県鳥取市湖山池
■仕　事：全国都市緑化とっとりフェアの魅力をPRする。
　　　　　「第30回全国都市緑化とっとりフェア応援

団長」
　　　　　湖山池の平和を守る「湖山池レンジャー」
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小中学生向けに鳥取県の取り組みを紹介しています。
しょうちゅうがく  せい    む　                 とっ  とり   けん　        と　           く                　しょうかい

こここ けん
せい

　地域の宝（自然・文化・歴史・食など）を観光の目玉として活用して、その土地・その地域なら
ではの良さを楽しむ新しい観光のスタイルです。鳥取県では、住まうように旅する「とっとり
スタイルエコツーリズム」として、地域の宝が壊されないように守りながら、まさに住んでい

るように旅をする「滞在型」の旅行者が多く訪れ、そして新しい産業や働く場所が生まれることで、みんなが元気に
なるような地域づくりを目指します！

　毎年、全国各地で開かれている花と緑の博覧会「全国都市緑化フェア」。昨年、東京で500万人以上訪れた

フェアが間もなく鳥取県で開幕するよ。　日本一広い湖山池のほとりに、花や緑、砂、グルメなど豊かな自然を

詰め込んだ主会場では、小・中・特別支援学校などのお友達がペイントした植木鉢も一堂に展示されるよ！

エコツーリズムは、環境（エコ）を保全しながらビジネスチャンスを広げる
未来への可能性を秘めた新しいツーリズム（観光）の形なのです。

国立
公園って

  なに？？？

● 開　催
● 主会場

2013.10.19土̶21月
米子コンベンションセンター

エコツーリズム国際大会
2013 in 鳥取
エコツーリズムとは?

申込・お問合せ先
TEL:0859-31-9373　FAX:0859-31-9374　HP:http://iec2013.daisenwonder.com
主催：エコツーリズム国際大会2013in鳥取実行委員会　共催：NPO法人日本エコツーリズム協会　後援：環境省・農林水産省・観光庁

エコツーリズム国際大会2013in鳥取 実行委員会 お問合せ先
TEL:0857-25-3511　FAX:0857-27-8005
HP:http://oasistottori.jp

緑のまちづくりオフィス
エコツーリズム国際大会 水と緑のオアシス

とっとりの良さがわかります。ふるさと再発見。

エコツアーガイドと一緒に県内のエコツアープログラムを楽しめます！

◆基調講演13:50～15:50 ◆トークセッション16:30～17:50
テーマ　「日本の地方文化の魅力発信！」
            ～日本の田舎が新しいツーリズムをリードする～

一般4000円
学生・外国人
1000円 

10.19土

気仙沼のカキじいさん

畠山 重篤 氏
はたけ やま　   しげ   あつ
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NPO法人森は海の恋人理事長・
京都大学フィールド科学教育研究
センター社会連携教授

森・里・海の連環演 題

オランウータンの救世主
アンソニー・ウォン 氏
アジア・オーバーランド・サービス社代表取締役

東南アジアにおけるエコツーリズム
～外国人から見た鳥取の可能性～

演 題

新しい旅を切り拓け！

田川 博己 氏
   た     がわ  　ひろ    み 株式会社ジェイティービー

代表取締役社長・
日本エコツーリズム協会副会長

ツーリズムの将来像
～「持続可能な観光」を実現するエコツーリズム～

演 題

冒険家が大企業の会長に！

辰野 勇 氏
  たつ    の      いさむ

モンベルグループ代表、
米子・大山観光大使

元祖 山ガール

市毛 良枝 氏
  いち    げ    　よし     え

俳優、
非営利活動法人トレッキング協会理事

とっとり丸の船長

平井 伸治 氏
  ひら    い　    しん    じ

鳥取県知事

脳と昆虫の博士

養老 孟司 氏
  よう   ろう　   たけ    し

東京大学名誉教授

※詳しい講師の紹介は大会ホームページをご覧ください。

一般5000円
学生・外国人
3000円
（昼食付）

10.20日

世界のエコツーリズムコーナー  WORLD ECOTOURISM SECTION

参加無料

10.19土
  ～21月

世界各国、日本の各地域のエコツーリズムの取組や話題のエ
コツアーを紹介するコーナーです。南アフリカ共和国、グア
ム、スリランカをはじめとする色々な国や日本の各地域の環
境を意識した観光スタイルを学ぶことができます。

10/19土～21月 10:00～17:00（予定）開催期間

参加無料
10.21月

自然の魅力いっぱいのナチュラルガーデン
人気ガーデンデザイナーの
ポール・スミザーさんが３年も
の歳月をかけてつくったガー
デン。たくさんの種類の草花が
生息し「植物の宝庫」ともいえ
る鳥取の草花を使い、「鳥取の
秋景色」を表現するよ！

砂と草花が組み合わさり新しいアートが誕生
水を含むと崩れやすい砂の彫
刻「砂像」と水が欠かせない草
花。この異なる２つの素材を組
み合わせた芸術的なガーデン
がお目見え！

見どころ

ぼくが

案内する日
も

あるよ

詳しくはこちら！

フェアマスコット
花トリピー
はな 夢ひろばを見てくれているお友達

に特別にプレゼントがあるよ！
右下の割引券を切って会場へ持っ
てきてね。

当　日
割引価格

右下にある券を切り取って、主会場のチケット販売窓口にお持ちください。
割引券１枚につきお一人様割引します。

大人 小・中・高生

600円 ➡ 500円 300円 ➡ 250円

大人
入 場 料

小・中・高生
600円（前売券：400円）

300円（前売券：200円）
無料対象者
む    りょう   たい  しょう   しゃ

小学生未満の幼児、学校団体（小・中・高）、障がいのあるかた及びその介護者１名
しょうがく せい    み   まん         よう   じ   　がっ  こう  だん たい　しょう   ちゅう    こう　    しょう        　　　　　　　　　　　　　　   およ　                    かい   ご   しゃ       　めい

※割引入場券の（　）内は小中高生の料金となります。
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当日券

一般団体割引入場券
パスポート入場券
 砂の美術館セット入場券
 燕趙園セット入場券
 花回廊セット入場券
 花回廊団体セット入場券

             500円（250円）
1,000円（500円）
   800円（400円）
   600円（300円）
1,100円（550円）
   900円（450円）

有料20名以上で構成される団体（混在可）

会期中、何回でも入場可能

第６期砂の美術館と相互入場

中国庭園燕趙園と相互入場

とっとり花回廊と相互入場

とっとり花回廊と相互入場
※有料20名以上で構成される団体。混在可

種　類 前売券 概　要
臨時駐車場：かろいち内

（土日祝のみ）

臨時
駐車場

砂の美術館
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バルセロナオリンピック　男子マラソン銀メダリスト。
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