
 

 

 

 

 

１ 映画「ゲゲゲの女房」が 11月に公開されます！ 

11 月 20 日から映画「ゲゲゲの女房」が全国公開されます。主人公の

武良布枝役には吹石一恵さんが、水木しげる役には宮藤官九郎さんが

扮して、お見合いから 5日後に結婚したふたりを演じます。恋だの愛だの

いう前に一緒になったふたりの底なしの貧乏暮らし。ただひたすら漫画を

描く水木しげるさん、ただひたすらそばにいる武良布枝さんが、夫婦にな

るまでの日常が丁寧に描かれ、心温まる「夫婦創世記」となっています。

墓場鬼太郎や目玉のおやじが原画からアニメーションとなって動き出すなど「ゲゲゲの鬼太郎」ファンも必見。11

月初旬には、水木夫妻の出身地である鳥取県・島根県の映画館で全国公開に先立って先行公開が予定されて

います。 

高視聴率を続けている連続テレビ小説「ゲゲゲの女房」とは、ひと味もふた味も違う映画「ゲゲゲの女房」。ぜ

ひ、ご覧ください。 

■ 監督  鈴木卓爾   

■ 原作  武良布枝（実業之日本社刊）   

■ 音楽  鈴木慶一  

■ 脚本  大石三知子 、鈴木卓爾   

■ 出演  吹石一恵、宮藤官九郎、坂井真紀、夏原遼ほか 

■ 配給・問合せ先 ファントム・フィルム   TEL 03-5771-2045  FAX 03-5771-2046 

   http://www.gegege-eiga.com/ 

 

２ 宝さがしゲーム「淀家清兵衛の財宝を探せ」 

大阪の皆さんなら誰もが知っている「淀屋橋」。その名の「淀屋」は先物取引（米市

場）を世界で最初に始めたことでも有名ですが、なんとその「淀屋」は鳥取県の倉吉市

に縁もゆかりもあるんです！ 

江戸時代、全国有数の豪商であった淀屋は、その豊富な資財のため幕府から目を

付けられ闕所（けっしょ）処分（財産没収など）を受けます。しかし、それをいち早く予

想していた淀屋重當は、番頭であった牧田仁右衛門に暖簾分けをします。その牧田

仁右衛門は、鳥取県中部の倉吉市出身であったことから、暖簾分けした店を出身地
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http://www.gegege-eiga.com/


である倉吉に開き、「淀屋清兵衛」を名乗り淀屋の再興を果たしていくのです。 

この史実をもとに、「淀家清兵衛の財宝を探せ」と題した宝さがしゲームが、鳥取県中部を舞台にして開催さ

れます。 

淀屋を再興した淀屋清兵衛が、全財産を倒幕資金として薩長土連合をはじめとした討幕派に提供したが、そ

の一部の資金は使われることはなく、どこかの場所に隠されたままになった・・・。そのようなストーリー（フィクショ

ン）をもとにして、財宝の隠し場所を探し出すだけでなく、淀家清兵衛についても学べる宝さがしゲーム。ぜひ、

ご家族そろってお楽しみください。 

淀屋清兵衛が残した財宝を探し出すことができるでしょうか！？  

■実施期間  平成 22年 10月 1日～12月 20日（予定） 

■対象地域  鳥取県中部 

■企画名 「淀屋の隠し財宝をさがせ！」 

■ゲームの内容  

鳥取県県中部地域内に隠された６個の宝箱を探しだす地域周遊型のイベント。 

①参加チラシをもらう（鳥取県中部の主要駅、観光・宿泊施設等） 

②チラシ裏面の地図等を参考に県中部で宝探しに挑戦 

③暗号を解いて宝箱を発見（キーワード入手） 

④キーワードを最寄りの発見場所に報告 

⑤発見したキーワードの数に応じて賞品をプレゼント 

■問合せ先 鳥取県文化観光局観光政策課 TEL 0857-26-7237  FAX 0857-26-8308 

WEB http://www.jalan.net/jalan/doc/news/button/100902tottori/index.html 

 

３ 「さかなクン」が鳥取へ来ます！ 

 鳥取県では、平成 23 年に「全国豊かな海づくり大会」が、水産業の振興と発展を図る

とともに、海や湖沼・河川の環境保全の大切さを考えることを目的に開催されます。その

一年前記念イベントとして、鳥取市（10 月 9 日）と境港市（10 月 10 日）にて、それぞれ

「海づくりフェスタ in鳥取港」「海づくりフェスタ in境港」が開催されます。 

鳥取県の県魚であるヒラメの記念放流、漁船パレード、海づくり大会クイズコーナーの

ほか、鳥取市の賀露の会場には、テレビ番組などでお馴染みの「さかなクン」による楽し

いトークショーがあります。 

【海づくりフェスタ in鳥取港】 

■日   時  平成 22年 10月 9日（土） 9時から 14時まで 

■場   所  マリンピア賀露（港湾関連用地、かろいち周辺） 

【海づくりフェスタ in境港（境港水産まつり）】 

■日   時  平成 22年 10月 10日（日） 8時から 15時まで 



■場  所  境港市昭和町魚市場周辺 

【問合せ先】  

第３１回全国豊かな海づくり大会鳥取県実行委員会 電話：0857-26-7679 

 

４ 勉学の秋。鳥取ご当地検定！ 

鳥取砂丘といえば日本を代表する観光地。その地形や地質、生きものたちのほか、人の営みとの関わりなど、

いろいろな方面から鳥取砂丘を知ってもらうことを目的に「鳥取砂丘検定」が実施されます。昨年9月に第1回が

実施され、245 名が受検、そのうち 180 名が合格しました。この鳥取砂丘を含む山陰海岸ジオパークは、先般、

世界ジオパークネットワーク加盟に向けた現地審査を受けたところで、この秋にも審査結果が発表される予定で

す。世界加盟が実現すれば、この検定を受けたことはホットな話題になるはず！？ 

鳥取県中部の三朝温泉のすぐそばに三徳山（みとくさん）があります。三徳山には三佛寺（さんぶつじ）という

修験道の古刹があり、本堂から続く岩山の急勾配には、多数のお堂が建てられています。そして一番奥には投

入堂（なげいれどう）という、およそ千年前に建てられた国宝建造物があります。切り立った岩壁に、まるで投入

れられたかのように存在するそのお堂は、建立法について未だ詳しいことはわかっておらず、謎につつまれてい

ます。これらを世界遺産へ登録しようと、地元を中心にさまざまな取り組みが行われていますが、その一環として

「三徳山検定」が実施されています。 昨年実施された第 1回検定は、受験定員が１００名とレア度抜群！ 

その他、テレビ放映中の連続テレビ小説「ゲゲゲの女房」で、ますます人気沸騰している境港では「境港妖怪

検定」（前号で紹介）も実施されます。 

勉学の秋にぴったりの、鳥取のご当地検定を受検して、みなさんも鳥取通に！ 

【第 2回鳥取砂丘検定】 

■試験日時 平成 22年 11月 14日（日） 13：30～15：00 

■試験地 鳥取会場（白兎会館：鳥取市）、東京会場（都道府県会館:千代田区平河町） 

■受験料 1,000円 

■申込期間 平成 22年 9月 22日（水）～10月 13日（水） 

■問合せ先 鳥取砂丘検定実行委員会事務局(鳥取市観光協会内)  

TEL0857-26-0756、FAX0857-29-1000 

鳥取県文化観光局観光政策課山陰海岸ジオパーク推進室  

TEL0857-26-7637、FAX0857-26-8308 

URL：http://www.pref.tottori.lg.jp/sakyukentei2/ 

【第 2回三徳山検定】 

■試験日時（予定） 平成 22年 11月 21日（日） 10時受付、11時試験開始 

■試験地 三徳山皆成院 

■受験料 １，０００円 

■問合せ先 三徳山世界遺産登録運動推進協議会（三朝町教育委員会内） TEL0858-43-3510 



【第 5回境港妖怪検定】 

■試験日 平成 22年 10月 24日（日）  

  《初級》 受付時間 11：00～13：00 

    試験時間 13:45～14:45（60分間） 

    《中級》 受付時間 13：00～15：00 

    試験時間 15：30～16：30（60分間） 

■試験地 境港会場（境港商工会議所、初級・中級）、東京会場（電気通信大学、初級のみ） 

■受験料 初級：2,000円、中級：3,000円 

■申込期間 平成 22年 9月 1日（水）～9月 30日（木） 

■問合せ先 境港商工会議所 境港妖怪検定係 TEL0859-44-1111 

URL：http://www.youkai-kentei.com/ 

 

５ 鳥取砂丘イリュージョンⅦ 

 「鳥取砂丘」と「環境」をテーマに、２０万球以上のイルミネーションで壮大

な自然を演出し、来場者にロマンチックな時間と空間を提供します。鳥取

砂丘内・馬の背のライトアップも行い、夜の雄大な鳥取砂丘の景観が楽し

めるほか、イリュージョン期間中、地元バンドによるライブベントも開催され

ます。 

今年のクリスマスシーズンは、「砂の美術館」とあわせてご覧いただき、幻想的でロマンチックな光の空間で素

敵なひとときをお過ごしください。 

【鳥取砂丘イリュージョンⅦ】 

■日時（予定） 平成 22年 12月中旬～下旬 

■入場料 無料 

■会場  鳥取砂丘市営駐車場周辺（鳥取市福部町湯山） 

【鳥取砂丘イリュージョンライブ】 

■日時（予定） 平成 22年 12月中旬～下旬 

■会場  鳥取砂丘周辺 

【問合せ先】 

鳥取砂丘再生会議利活用部会事務局  TEL 0857-22-0583 



 

６ 鳥取秋の定番！ゆるキャラカップ！ 

今年も、鳥取の秋をまばゆいばかりに彩る「ゆるキャラ」たちが、鳥取砂丘に大集合します！集合させるだけで

は面白くないということで、運動に全く適していないはずのゆるキャラたち

に、なわとび、相撲、かけっこなどで競わせてゆるキャラ界の王者を決め

ようというのだから、会場は抱腹絶倒。 

ご存知の方も多いとは思いますが、鳥取県が「ゆるキャラ」王国として

注目を浴びるようになったのは、平成 14 年 11 月に後楽園ゆうえんちで

開催された「ゆるキャラ」人気投票で、第１位を「ピアート」（平成１４年に

開催された鳥取県国民文化祭のマスコットキャラクター）、そして第２位を「トリピー」（平成 9年に鳥取県で行われ

た「夢みなと博覧会」のマスコットキャラクター）という鳥取県が生み出した「ゆるキャラ」が上位独占したことが契

機となっているようです。 

そのような「ゆるキャラ」王国である鳥取県で、開催される「ゆるキャラ」カップ。ぜひ、ご期待ください。 

■プレイベント 開催日： 平成 22年 10月 16日（土）  

会場：  鳥取砂丘、鳥取駅前  

■決戦日 開催日： 平成 22年 10月 17日（日） 午前 9時 30分～午後 3時 30分 

会場： 鳥取砂丘オアシス広場  

■入場料 無料  

■問合せ先 ゆるキャラⓇカップ in鳥取砂丘 実行委員会事務局（(社)鳥取県観光連盟内） 

TEL：0857-39-2111  

http://www.tottori-guide.jp/448/2796.html 

 

７ 若桜鉄道開通８０周年記念企画 

鳥取県東部の山間部を走るローカル線「若桜（わかさ）鉄道」は、昭和 5 年に全線開通し、地元の人々に愛さ

れ続けています。沿線の駅舎やプラットホームには開業当時の懐かしい風景が残されており、終着駅の「若桜

駅」には SL機関車やその方向転換を行う「手動式転車台」や「給水塔」などがあり、それらを含む 23の施設は国

登録の有形文化財に指定されています。 

その若桜鉄道も開通 80 周年を迎え、今年の秋冬に記念企画が予定さ

れています。昭和 11年製C12型蒸気機関車がツアー限定で走行し、転車

台にのせての回転体験や撮影などができるほか、秋（10 月上旬～12 月上

旬）には若桜鉄道沿線でとれた新鮮な産物で調理した芋煮（若桜のごった

煮）をご賞味いただき、冬（12 月下旬～2 月下旬）には雪かき体験と雑煮

（ぜんざい）を準備しています。 

ぜひ、この機会をお見逃しなく！ 

http://www.tottori-guide.jp/448/2796.html


【秋の田舎風景と芋煮列車（ツアー）】 

■ 企画内容 ① ローカル鉄道「若桜線」に乗車 

  ② ツアー限定駅構内ガイドツアー、手動式転車台体験とＳＬ走行見学など実施 

（写真撮影可） 

③ ツアーオリジナル「乗車記念硬券きっぷ」、特製芋煮「若桜のごった煮」付 

■ 期間  平成 22年 10月上旬～12月上旬 

■ 場所  若桜駅ほか 

■ 料金  １，２００円 

■ 団体対応（最小催行人数 20名） 

【冬の雪かき＆お雑煮列車（ツアー）】 

■ 企画内容 ① ローカル鉄道「若桜線」に乗車 

  ② ツアー限定駅構内ガイドツアー、手動式転車台体験とＳＬ走行見学など実施 

（写真撮影可） 

④ ツアーオリジナル「乗車記念硬券きっぷ」、「若桜の雑煮」付 

■ 期間  平成 22年 12月下旬～2月下旬 

■ 場所  若桜駅ほか 

■ 料金  １，２００円 

■ 団体対応（最小催行人数 20名） 

【予約・問合せ先】 

若桜町観光協会 TEL 0858-82-2238 若桜鉄道株式会社 TEL 0858-82-0919  

 

８ 花御所柿の食べ放題！！！「物産館みかど花御所柿祭り」  

 11 月 28 日（日）、鳥取県八頭町にて花御所柿（はなごしょがき）が食べ

放題の「物産館みかど花御所柿祭り」が開催されます。八頭町はリンゴや

柿など果物の栽培が盛んで、フルーツの里として知られています。なか

でも、柿の栽培は有名で、育てるのが難しいといわれる花御所柿は、全

国でもこの地方でのみ栽培されている甘柿です。江戸時代、野田五郎

助という人物がお伊勢参りの帰りに大和（奈良県）の御所柿を八頭町（旧・郡家町）の「花」という地域へ伝えたこ

とが始まりとされており、その地名（「花」）から花御所柿と命名されたそうです。 

花御所柿祭りは、歌謡ショー、各種イベントのほか、日本一といわれるほどの甘柿と称される｢花御所柿｣が食

べ放題です｡ ぜひ、ご賞味ください！ 

■ 日時（予定） 平成 22年 11月 28日（日）  

■ 場所  物産館みかど（鳥取県八頭郡八頭町大門 389-1） 

■ 問合せ先 物産館みかど TEL 0858-72-3730 , FAX 0858-72-3731 



 

９ 「松葉がに」のシーズンが始まります！  

毎年 11月に解禁になると、鳥取沖や境港沖を中心にカニ漁でにぎわいま

す。水揚げされた松葉がには、まさに鳥取の冬の風物詩となっています。「松

葉がに」とは成長したズワイガニの雄で山陰地方の名称です。北陸地方では

「越前がに」と呼びます。「松葉がに」という呼び名が雌雄を含めた総称として

使われることもありますが、正確には成長しきった雄を「松葉がに」、雌を「親

がに」または「子持ちがに」、脱皮して間もない雄を「若松葉がに」と呼んで区

別しています。 

「松葉がに」は殻が固く、ずっしり重くてハサミが太いものです。「若松葉がに」は脱皮後間もないので、殻が柔

らかいのが特徴です。値段が「松葉がに」と比べて安いので、地元では隠れた人気者です。また「親がに」はお

腹のフタが丸く、卵を抱えています。外から見えるのが「そとこ」と呼ばれる卵巣です。「親がに」の味噌汁は鳥取

では家庭料理として馴染み深い料理です。かにすき、かに刺、焼きがに、かに味噌など、今年の冬は「松葉が

に」の地元・鳥取で、かに三昧としませんか！ 

■ 品名  松葉がに （まつばがに） 

■ 旬  １１月～３月 

■ 水揚げ港 境港、鳥取港、網代港 

■ 参考WEB http://yokoso.pref.tottori.jp/dd.aspx?itemid=1109 

  

 

コラム： 鳥取県の「ふるさと納税」をよろしくお願いします！ 

鳥取県では、今年度から「ふるさと納税」で１万円以上の寄附をしていただいたかたに、県の特産品などを金

額に応じて２段階各４種類の中から選択できるようにしました。東京にある「食のみやこ鳥取プラザ」の利用券や、

日本酒やカレー、らっきょうなど鳥取でお馴染みの各種詰め合わせを用意しています。県外ではなかなか手に

入らない選りすぐりの県産品ばかりです。 

なお、ふるさと納税で寄附していただいたお金は、「鳥取県こども未来基金」として積み立て、次世代を担う子

どもたちのため、①県立図書館の児童図書「ふるさと納税文庫」の購入、②ジュニアスポーツクラブの育成や支

援、③中学・高校の運動部活動の強化（外部指導者の派遣など）などに活用しています。 

鳥取県にゆかりのあるかた、鳥取県を元気にしたい！応援したい！そんな想いをお持ちのかたは、ぜひご支

援ください。よろしくお願いします。 

■ 手続き・お礼の品などの詳細はこちら     http://www.pref.tottori.lg.jp/furusato 

■ 問合せ先     県庁財源確保推進課   電話 0857-26-7069 

http://yokoso.pref.tottori.jp/dd.aspx?itemid=1109
http://www.pref.tottori.lg.jp/furusato


 

 

 

 

 

 

 

編集・発行：鳥取県文化観光局観光政策課 電話 0857-26-7237 FAX 0857-26-8308 E-mail kankou@pref.tottori.jp   

発行年月日：平成 22 年 8 月 30 日 県内外のマスコミ関係者の皆様に、地元の視点から県内観光スポットや関連イベ

ント等を紹介します。この観光ニュースは、マスコミ等の皆様へ定期的にお届けし、記事等の参考にしていただけ

るように心掛けて作っています。しかしながら、紙面には限りがあります。不明なところなどは気軽にお問い合わ

せくださいますようお願いします。複製・転載可。（一部画像を除く。） 

－鳥取県観光情報はこちらから → http://yokoso.pref.tottori.jp/ 
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