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☆自然情報☆ 
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＊オアシスが…ない！ 
例年この時期に、馬の背のふもとに多くの水をたたえる「オアシス」。 

しかし今年は…オアシスに水がない！異常な光景です。 

 

＊砂嵐 
  激しい砂嵐が吹き荒れた 1月 8日。 

鳥取砂丘駐車場や道路、商店街の店先がたった 1日で砂に覆われました！ 

除雪車で砂を除去するほどの激しい砂嵐は数年ぶりです。 

 

＊砂簾(されん)が見頃 
「砂簾」は、風と砂が作る模様のひとつです。乾いた砂が斜面を流れ落ちた様子が、 

まるで「簾(すだれ)」を垂らしたような景色になることから、そう呼ばれます。 

雨が降った後、天候が回復し砂が乾いたときに見られます。 
 

＊海岸漂着物 
  「海岸漂着物」とは“海岸に流れ着くさまざまなもの”のこと。砂丘海岸には冬から春 

にかけて吹く強風や激しい波によってさまざまなものが流れつきます。 

海岸漂着物は、貝殻や流木など自然界に存在するものばかりではありません。ペットボ 

トルや空きビン、漁に使う漁網・ブイ、時にはこんなものが！？と驚くようなものも流 

れ着きます。ぜひ企画展にてお確かめください。 
 

 ＊約 2年ぶりの光景！雪景色の鳥取砂丘 
  2月 18日、一晩で鳥取砂丘は一面真っ白な雪景色になりました。積雪量は 12～13.5㎝ 

でした。 
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鳥取砂丘ビジターセンター 

☆館内イベント・企画展示☆ 
イベント情報随時更新中！↓ 

https://www.sakyu-vc.com/jp/event/ 
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企画展◆ひなまつり 
 

 

  女の子の健やかな成長を祈る日本の伝統行事「桃の節句・ひなまつり」と、鳥取市用 

瀬(もちがせ)町で行われる鳥取県無形民俗文化財「もちがせの雛送り」を紹介します。 

 

 【開催期間】2020年 2月 25日(火)～3月 26日(木) 

 【場  所】鳥取砂丘ビジターセンター 1階屋内休憩スペース 
 

 

企画展◆ぼくたち、わたしたちの鳥取砂丘新聞 
 

 

  鳥取砂丘の近くにある鳥取市立浜坂小学校の子どもたちが、鳥取砂丘を学んだまとめ 

新聞を作成しました。その一部を紹介します。(全１２枚) 

 

 【開催期間】2020年 3月 1日(日)～4月 12日(日) 

 【場  所】鳥取砂丘ビジターセンター 1階屋内休憩スペース 
 

 

ワークショップ◆オリジナルスノードーム作り 
 

 

  世界に一つしかないオリジナル作品を作ってみよう！ハーバリウムオイルを使って、 

スノードームを作ります。 

 

 【開催日時】2020年 3月 7日(土) 

       ①10:30～11:30 /②14:30～15:30 

 【場  所】鳥取砂丘ビジターセンター 地下 1階レクチャールーム 

 【定  員】各回先着 20名 (要予約・小学生以下保護者同伴) 

 【参 加 費】1人 500円 

 【講  師】合同会社フルール 福田尚子氏 
 

  

https://www.sakyu-vc.com/jp/event/


 

イベント◆サンドデー 
 

 

  毎月第三土曜日はサンドデー！「とっとりふるさと大使」のポケモン・サンドとアロ 

ーラサンドが鳥取砂丘におでかけします。サンドたちとふれあいにぜひお越しくださ

い。 

 

【開 催 日】2020年 3月 21日(土) 

 

詳細はこちらからどうぞ↓ 

https://www.pref.tottori.lg.jp/sandoidetottori/ 
 

 

＊山陰海岸ジオパーク見る知る作る展 第 2 期＊ 

企画展◆山陰海岸の漂着物・海ごみを知ろう！  
 

 

春の鳥取砂丘一斉清掃に合わせて、海岸漂着物にスポットを当てた展示とイベントを 

行います。 

 

冬に吹く強い風と激しい波によって鳥取砂丘や浦富海岸にはさまざまなものが流れ着 

きます。それらはいったいどこからきて、どんなものがあるのでしょう。また、世界的 

にも大きな問題になっている「海のプラスチックごみ」についても一緒に考えてみまし 

ょう。 
 

 

【開催期間】2020年 3月 17日(火)～4月 12日（日）9:00～17:00 

【場  所】鳥取砂丘ビジターセンター 2階図書学習コーナー 

 

 

＊企画展関連イベント 海岸漂着物を知るシリーズ➀＊ 

ワークショップ◆砂丘海岸の打上げ貝(漂着)で標本づくり 
 

 

  砂丘海岸にはどんな生き物が流れつくのかな？？砂丘海岸に漂着している生き物や貝 

がらを調査し、拾った貝がらで標本を作ります。 

 
 【開催日時】2020年 3月 20日(祝・金)  

10:00～14:00 (受付開始 9:45～) 

【場  所】鳥取砂丘ビジターセンター 

砂丘海岸 

【対  象】小学生以上 (中学生以下保護者同伴) 

【定  員】20名 (要予約・先着順) 

【参 加 費】無料  

 【予  約】2020年 3月 6日(金)～ 

【持ちもの】弁当、飲み物、筆記用具、ビニール袋又はバケツ、雨具、長靴、タオル、 

https://www.pref.tottori.lg.jp/sandoidetottori/


貝殻図鑑(お持ちの方)、貝を入れて標本にするための箱(大きさ A3～A4サ 

イズ、高さ 5㎝以下の底が浅く広いもの) 

 【講  師】山陰海岸ジオパーク海と大地の自然館 太田悠造学芸員 

 

 
＊企画展関連イベント 海岸漂着物を知るシリーズ② 

ワークショップ◆漂着物・海ごみ調査隊 
 

 

  砂丘海岸に流れ着いた漂着ごみ(海ごみ)の数を数えて種類ごとに分類し、調査シート 

にまとめます。また、昨年の調査シートと比較してどんな違いがあるのかみんなで考え 

ます。 

 

 【開催日時】2020年 3月 28日(土) 

       10:00～14:00 (受付開始 9:45～) 

 【場  所】鳥取砂丘ビジターセンター 

砂丘海岸 

 【対  象】小学生以上 (中学生以下保護者同伴) 

 【定  員】20名 (要予約・先着順) 

 【参 加 費】無料 

 【予  約】2020年 3月 14日(土)～ 

 【持ちもの】弁当、飲み物、筆記用具、手袋、雨具、長靴、タオル 

 【講  師】山陰海岸ジオパーク海と大地の自然館 金山恭子学芸員補 

 

 

＊企画展関連イベント 海岸漂着物を知るシリーズ③ 

ワークショップ◆漂着物 deアート 
 

 

  砂丘海岸や浦富海岸などで拾い集めたさまざまな漂着物(貝殻やシーグラス、木片、プ 

ラスチック片など)を使って、アート作品を作ります。 
 

 【開催日時】2020年 4月 4日(土) 

       ➀11:00～12:00 /②13:00～14:00 

 【場  所】鳥取砂丘ビジターセンター 1階屋内休憩スペース 

 【参 加 費】無料 (鳥取砂丘駐車場利用の場合は、駐車場代別途) 

 【予  約】不要 
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☆鳥取砂丘周辺の情報☆ 
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春の鳥取砂丘一斉清掃 
 

鳥取が誇る雄大な鳥取砂丘を一緒にきれいにしませんか？みんなで参加して美しい鳥 

取砂丘を守りましょう。 

 

 【開 催 日】2020年 4月 12日(日) 〈小雨決行・荒天時は 4月 19日(日)に延期〉 

 【集合時間】8:45～ 
 

詳細はこちらからどうぞ↓ 

https://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1548741874580/index.html 
 

 

砂の美術館 第 13期展示◆「砂で世界旅行 チェコ＆スロバキア編」 
 

2020年 4月 18日(土) 開幕！ 

 

                            詳細はこちらからどうぞ↓ 

                           http://www.sand-museum.jp 
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☆お知らせ☆ 
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●交通規制について 
  

鳥取マラソン 2020の開催にあたり、鳥取砂丘周辺道路にて全面通行止めになる時 

間帯がございます。訪れる際にはご注意ください。 

 

【規制日時】2020年 3月 15日(日)  

      ・スタートエリア(鳥取砂丘オアシス広場周辺)：6:00～9:15 

      ・エリア①(砂丘商店街～多鯰ヶ池)…8:50～9:20 

 ・エリア②(多鯰ヶ池～鳥取市覚寺)…8:35～9:35 

【規制内容】全面通行止め 

 

詳細はこちらからどうぞ↓ 

https://www.nnn.co.jp/event/marathon/ 

 

 

https://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1548741874580/index.html
http://www.sand-museum.jp/
https://www.nnn.co.jp/event/marathon/


──────────────────────────────────────── 

⎾                                      ⏋ 

最近の鳥取砂丘の風速や映像を提供中！ 

鳥取砂丘ナビ↓ 

 http://www.tottorisakyusaisei.jp/kansoku/ 

⎿                                      ⏌ 

──────────────────────────────────────── 
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│                                                                         │ 

│    〇鳥取砂丘ビジターセンター公式ホームページ                        │ 

│                                      │ 

│             https://www.sakyu-vc.com             │ 

│                                      │ 

│    〇ＳＮＳでも、最新情報を発信中！                  │ 

│     ＃今日の鳥取砂丘 で砂丘の様子をお届けするほか、イベント情報、  │ 

│     館内の出来事、自然情報をお伝えしています。            │ 

│                                      │ 

│       Twitter：https://twitter.com/Sakyu_visitor/          │ 

│                                      │ 

│       Facebook：https://www.facebook.com/sakyuvisitor/               │ 

│                                                 │ 

│     Instagram：https://www.instagram.com/sakyu_visitor/          │ 

│                                      │ 

│                                      │ 

│  配信停止のご連絡やお問い合わせは、公式ホームページのメールフォームより │ 

│ お送りくださいますよう、お願いします。                   │ 

│                                      │ 

│                                      │ 

│《発行元》                                 │ 

│ 山陰海岸国立公園鳥取砂丘ビジターセンター管理運営協議会          │ 

│  〒689-0105 鳥取県鳥取市福部町湯山 2164－971               │ 

│   ℡：0857－22－0021                          │ 

│                                    │ 

│                                      │ 
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