
 

 

 

 

 

１ 2012 国際マンガサミット開催地に決定！ 

2012 年開催の「第 13 回国際マンガサミット日本大会」の開催地に鳥取県が正式決定されました。同サミットは

東アジア５地域（日本、韓国、中国、香港、台湾）で開催されており、9月 15日～18日に韓国富川市で開催され

た第 11回国際マンガサミット韓国大会には、世界の漫画家ら約 400 人が集結し、国際会議のほか、原画展など

の関連イベントも催されました。 

本年３月には、県でも「まんが王国とっとり」を推進する協議会を地元の自治体や経済界などと立ち上げ、官

民あげて「第 13 回国際マンガサミット日本大会」開催に向けた活動を展開しています。 

鳥取県は、NHK 連続ドラマ「ゲゲゲの女房」を契機として水木しげるロードへの観光客が爆発的に増加したり、

先般韓国で開催された「富川国際漫画フェスティバル」（9 月 15 日～19 日）にて谷口ジロー氏が海外作家賞を

受賞するなど話題が満載です。 

 「まんが王国とっとり」で開催される「2012 国際マンガサミット」に乞ご期待！ 

■時期  平成 24 年（期間未定） 

■場所  鳥取県 

■問合せ先 鳥取県文化観光局観光政策課広域観光推進室  

  電話 0857-26-7238 FAX 0857-26-8308 

 

２ うさぎ年です！鳥取県の年です！～初詣は白兎神社へ～ 

2011 年は「うさぎ」年。うさぎと言えば鳥取県！なぜ、鳥取県か？鳥

取県は古来から、うさぎとは切っても切れない縁なのです。“昔々、因

幡国（現在の鳥取県東部地方）に渡ろうと考えた兎は、鮫（さめ）をだま

すことを思い付き、同族の多さを比べようと鮫に呼びかけて、鮫を因幡

国まで並ばせました。その上を踏み数えながら渡った白兎は、まさに

計画が成功しようとしたとき・・・・。” ご存知のとおり、これは神話「因幡

の白兎」の一説です。全国的に知られている同神話の舞台となった白兎海岸は鳥取県にあるのです。白砂の浜

が続く美しい海岸で、夏になれば海水浴場としてにぎわっています。 

海岸そばの国道沿いには童謡「大黒さま」の歌碑もあり、近くには「因幡の白うさぎ」を祭った白兎神社があり

ます。また、白兎神社には、だまされたことに怒った鮫に捕らえられて皮をはがれてしまったうさぎが体を洗ったと

される御身洗池があります。 

今年はうさぎ年ということで、うさぎの憧れの土地？鳥取県のパワースポット白兎神社で初詣！が注目されるこ

と間違いなし。初詣にあわせ白兎神社近くの道の駅「神話の里白うさぎ」では、各種イベントも準備してみなさま

をお待ちしています。 



【白兎神社】 

■住所  鳥取県鳥取市白兎 603  

■アクセス  JR 鳥取駅→日ノ丸バス青谷・鹿野温泉方面行きで 35 分、バス停：白兎神社下車、徒歩すぐ  

■駐車場  あり  

■問合せ先  鳥取市観光案内所 TEL：0857-22-3318 

【白兎神社・年始イベント】 

■日時  平成 23 年 1 月 1 日（土）～3 日（月） 

■会場  道の駅「神話の里白うさぎ」 

■内容  ・「うさぎ」や「縁結び」にちなんだ新春福袋、うさぎ三段跳び丼、年越しそば、雑煮など 

・「うさぎ」ゆるキャラも登場します。 

■問合せ先 道の駅「神話の里白うさぎ」 

  TEL 0857-59-1223 8：00～22：00（年中無休） 

  ＊ 大みそか～元日は、オールナイト営業 

 

３ 情緒たっぷり、無声映画「三朝小唄」 

「三朝（みささ）小唄」は、三朝温泉を舞台に昭和４年にマキノ・プロダクションにより制

作された無声映画です。昭和初期の無声映画はわずか１割程度しか現存しておらず、

大変貴重なものです。上映中にスクリーン脇で歌手が主題歌を歌うという｢小唄映画｣の

一つで、平成１７年に三朝町と立命館大学アートリサーチセンターとの共同でフィルム

の復元・ＤＶＤ化が行われました。 

村一番の器量よし､お久は村の青年たちの人気の的｡村祭りに来た彼女が青年に追

い回されていると､東京から三朝温泉に逗留（とうりゅう）に来ていた若い画家と出会いま

す｡村の青年とは違って､静かで物腰の穏やかな画家にお久は次第に心引かれ・・・とい

う物語を、一年間トレーニングをつんだ地元住民有志の活弁と音楽により上映致します。 

二人の恋模様を情感たっぷりに映した昭和初期の無声映画「三朝小唄」を、ぜひ、その舞台となった三朝温

泉でお楽しみください｡ 

■期間   通年 

■場所   三朝温泉観光商工センター２階 

■料金   ５００円 

■所要時間  ６０分 

■最少催行人数 １５名 （３０名以上の場合は場所が３階へ変更となります。） 

■個人対応設定日あり（平成 22 年 11 月 6 日(土)、平成 23 年 1 月 22 日(土)、2 月 19 日(土)） 

■その他  手仕舞日 10 日前（※変更等については協議させて頂きます） 

販売手数料設定あり。（※詳しくはお問い合わせ下さい） 

■問合せ先 〒682－0123 鳥取県東伯郡三朝町三朝 973－1 

三朝温泉観光協会 ＴＥＬ 0858-43-0431 ＦＡＸ 0858-43-0430 



mokk@town.misasa.tottori.jp 

 

４ 大阪・神戸、そして広島から三朝温泉へ（格安バスの運行） 

 JR 新大阪駅から三朝温泉への直行の超格安バスが、この冬も登場します。

今年は、神戸（神戸市役所南交差点付近）発、三朝温泉行きのバスも運行され、

関西から三朝温泉がグッと近くなりました。しかも、広島発三朝温泉行も初登

場！期間中毎日出発します。ぜひみなさん、この機会に三朝温泉にお越しく

ださい。 

 また、三朝温泉直行バス「三朝号」をご利用のお客様や、ＪＲ等の公共交通機

関で三朝温泉へお越しの方が、お泊りの翌日、気軽に観光スポットに立ち寄り

家路につける、三朝温泉冬季限定の観光バス「ルンルンバス」、「かにかに砂丘号」を今年も運行します。詳細は

下記のとおりです。  

【新大阪発 「三朝号」】 

■期間 （新大阪発）  平成２２年１２月１０日（金）～１２月２６日（日） 

平成２３年１月８日（土）～３月２１日（月）   合計９０日間運行 

（三朝温泉発） 平成２２年１２月１１日（土）～１２月２７日（月） 

平成２３年１月９日（日）～３月２２日（火） 合計９０日間運行  

■行程 〔新大阪→三朝温泉〕 

JR 新大阪駅南側団体観光バス駐車場（8：45 集合・9：00 発）→中国道→三朝温泉バス停（13：15 頃） 

〔三朝温泉〕 

中国庭園燕趙園前（14:30）→三朝温泉（14：50）→中国道→JR 新大阪駅周辺（19：00 頃）  

■料金 おとな ３，８００円（往復）、こども １，９００円（往復） 

※税込み料金です。 

※三朝温泉にご宿泊のお客様のみご利用いただけます。  

■問合せ先 （株）日本交通旅行社 TEL：0858-26-1117  

【神戸発 「三朝号」】 

■期間 （神戸発）  平成２３年２月１日（火）～２月２７日（日）   合計２７日間運行 

（三朝温泉発） 平成２３年２月２日（水）～２月２８日（月） 合計２７日間運行  

■行程 〔神戸→三朝温泉〕 

三宮・東遊園地内（北側）神戸市役所南交差点付近（9：15 集合・9：30 発）→中国道 

→三朝温泉バス停（13：15 頃） 

〔三朝温泉〕 

中国庭園燕趙園前（14:30）→三朝温泉（14：50）→中国道→三宮・東遊園地内（北側）神戸市役所南

交差点付近（18：30 頃）  

■料金 おとな ３，８００円（往復）、こども １，９００円（往復） 

※税込み料金です。 



※三朝温泉にご宿泊のお客様のみご利用いただけます。  

■問合せ先 （株）日本交通旅行社 TEL：0858-26-1117  

【広島発 「広島直行バス（仮名）」】 

■期間（予定） （広島発）  平成２３年２月４日（金）～２月２７日（日）   合計２４日間運行 

（三朝温泉発） 平成２３年２月５日（土）～２月２８日（月） 合計２４日間運行  

■行程（予定） 〔広島→三朝温泉〕 

広島駅（新幹線口）（9：00 発）→山陽道・岡山道・中国道→三朝温泉（12：30） 

→中国庭園燕趙園（13：00） 

〔三朝温泉→広島〕 

中国庭園燕趙園前（14:30）→三朝温泉（15：00）→山陽道・岡山道・中国道 

→広島駅（新幹線口）（18：30 着）  

■料金（予定） おとな ３，８００円（往復）、こども １，９００円（往復） 

※税込み料金です。 

※三朝温泉にご宿泊のお客様のみご利用いただけます。  

■問合せ先 広交観光（株） TEL：0858-43-0431  

【ルンルンバス】 

三朝温泉にご宿泊の翌日は、お帰りまでの時間を鳥取観光でお楽しみください。         

■期間 平成２２年１２月１１日（土）～２７日（月）、平成２３年１月９日（日）～３月２１日（月） 

※ 運休日 １２／２０、１／１７・３１、２／７・２１、３／７  

■行程 三朝温泉（9：20）→三朝温泉入口（9：25）→三朝ロイヤルホテル（9：30）→元帥酒造（9：45～10：10） 

→鳥取二十世紀梨記念館（10:15～11:00）→倉吉白壁土蔵群・赤瓦（11：05－1１：55） 

→ （Ａ－１コース：昼食つき） 中国庭園燕趙園（12：25～14：00）→ ＪＲ倉吉駅（14：15） 

→ （Ａ－２コース：昼食なし） 中国庭園燕趙園（12：25～14：00）→ JR 倉吉駅（14:15） 

※ 燕趙園で大阪・神戸直行バス「三朝号」、広島直行バスに接続 

※ JR 倉吉駅でスーパーはくと１０号（14:25 発）に接続 

→ （B コース：昼食なし）  ＪＲ倉吉駅（14：15） 

※ スーパーはくと８号（12:22 発）に接続 

■料金 Ａ－１コース 大人 ３，０００円、 小人 ２，４００円 

Ａ－２コース 大人 ２，０００円、 小人 １，４００円 

Ｂコース  大人 １，６００円、 小人 １，０００円  

■旅行実施企画 日ノ丸観光トラベル倉吉営業所 TEL：0858-22-7602  

■問合せ先  三朝温泉旅館協同組合 TEL：0858-43-0431 

【かにかに砂丘号】 

三朝温泉にご宿泊の翌日、ちょっと足をのばしてみませんか？松葉がにの本場、鳥取・賀露港で、松葉がにを

はじめ、新鮮な海産物のショッピングと砂丘観光をお楽しみください。  

■期間 平成２２年１２月１１日（土）～２７日（月）、平成２３年１月９日（日）～３月２２日（火）  



■行程 三朝温泉（9：30）→三朝温泉入口→三朝ロイヤルホテル（9：45）→白兎神社（10:30－10:50） 

→鳥取賀露港（11：05－11：40）→鳥取砂丘観光・昼食（11：55－13：00） 

→ＪＲ鳥取駅（13：20） 

※ スーパーはくと１０号に接続。下車可。 

→中国庭園燕趙園（14：00）：下車可  

※ 大阪直行バス「三朝号」（14:30）に接続 

→ＪＲ倉吉駅（14：15） 

※ 中国庭園燕趙園の休館日は JR 鳥取駅以降がコース変更  

■料金 昼食付き 大人 ３，０００円、小人 ２，４００円  

※昼食は、砂丘センター「せいろう蒸し定食」  

※６歳未満のお子様で席が必要な場合は小人料金がかかります。  

■特典 ○浜下商店（海産物直売所）…抽選会（ハズレなし） 景品：姿がに・かにみそ・ちくわ等／かに汁無料 

○砂丘センター…らっきょう小袋・砂丘リフト券プレゼントなど  

■旅行実施企画 日本交通旅行社 TEL：0858-26-1117  

■問合せ先 三朝温泉旅館協同組合 TEL：0858-43-0431  

三朝温泉観光協会 http://www.misasa-navi.jp/  

三朝温泉旅館協同組合 http://www.spa-misasa.jp/ 

 

５ 環日本海定期貨客船航路 ＤＢＳクルーズの新ダイヤ情報 

境港からロシア（ウラジオストク）の間を結ぶ西日本唯一の環日本海定

期貨客船であるDBS クルーズフェリーが、9月 26日から新ダイヤとなりま

した。ロシア（ウラジオストク）での停泊時間が、毎週火曜日入港して翌日

出航であったものが、月曜日に入港して 2 日間停泊に改訂されました。

ロシアでは、クルーズ船を利用する外国人観光客はビザなしで７２時間

滞在可能であることから、鳥取からロシアへの旅行がお手軽となります。 

鳥取からもっとも近いヨーロッパ、ウラジオストクに旅立ちませんか？就航して 2年目となった DBS クルーズフ

ェリーをご利用ください。 

■ 運行航路 

東海港～境港： 週１航次（１２時間）  境港入港（金 9:00）→同出航（土 19:00） 

東海港～ウラジオストク港：週１航次（１８時間） 東海入港（日 9:00）→同出航（日 16:00） 

      ウラジオストク入港（月 13:00）→同出航（水 14:00） 

■ 船舶諸元 船舶名 イースタンドリーム号 総トン数 １４，０００トン級 

  船長 １４０ｍ、幅２０ｍ  運航速度 ２０．１５knots 

輸送能力 ４５８名 

■主な船内設備  サウナ、インターネットゾーン、娯楽施設等 

■運航会社    ＤＢＳクルーズフェリー（株）（本社：韓国東海市）  



■ 問合せ先 ＤＢＳ社境港支社 TEL：0859-30-2332  FAX：0859-30-2313 

ＤＢＳ社ホームページ（日本語） http://www.dbsferry.com/jp/main/main.asp  

 

６ 鳥取県Ｂ級グルメまつり 「蒜山やきそば」も参加！ 

全国で注目されているＢ級グルメ。鳥取県は知る人ぞ知るＢ級グルメのメッカ。「牛骨ラーメン」「ホルモンやき

そば」「カレー」「とうふちくわ・あごちくわ」などなど鳥取県各所で特色のあるＢ級グルメが、昔から根付いていま

す。その鳥取県のＢ級グルメと、今年 9月のＢ級グルメグランプリで第 2

位となり一躍全国区の人気となった「蒜山やきそば」を筆頭とした岡山県

北部のＢ級グルメがジョイントし、「Ｂ級グルメまつり」が鳥取県で開催され

ます! 

食欲の秋、Ｂ級グルメ三昧といきませんか。  

■日時  平成 22 年 10 月 30 日（土）～31 日（日） 

10:00～15:00 

■場所  中国庭園燕趙園前芝生広場 

■問合せ先 社団法人 鳥取県観光連盟 

   電話 0857-39-2111  FAX 0857-39-2100 

■主 催  鳥取県観光施設連絡協議会、(社)鳥取県観光連盟 

■その他  無料シャトルバスも運行します。詳しくは以下のＷＥＢサイトから。 

  http://www.tottori-guide.jp/741/6466.html 

 

７ とっとり花回廊フラワークリスマス  

 「とっとり花回廊」といえば、ＮＨＫ「趣味の園芸」でお馴染みの熱血講

師でもある矢澤秀成トップマネージャーさんが有名です。その矢澤さん

は、「世界に一つしかない花をつくる」植物育種家として、鳥取の花の

品質向上に日々携わっていらっしゃいますが、今年もその花たちが美

しい姿をみせる「夜間開園（ムーンライトフラワーガーデン）」が開催され

ます。期間中、クリスマスイルミネーションや冬花火などをお楽しみいた

だき、その幻想的かつ繊細な花の美しさに魅了されることでしょう。  

【夜間開園（ムーンライトフラワーガーデン）】 

■日時  11 月 27 日（土）・28 日（日） 

12 月 3 日（金）～25 日（土）までの金曜・土曜・日曜 

12 月 20 日（月）～23 日（木・祝） 

■問合せ先 とっとり花回廊  TEL：0859-48-3030  FAX：0859-48-3040  

  http://www.tottorihanakairou.or.jp/ 



 

８ 注目！iPhone でも楽しめる謎解き宝さがしゲーム！ 

先月号でも紹介しましたが、鳥取県では謎解き宝探しゲームを活用した地域周遊型のイベントが好評です。

倉吉市出身の淀屋清兵衛（よどや せいべえ)を題材として、参加者が鳥取県中部地域に隠された6個の宝箱を

探しながら県内の観光地を楽しんでいただくイベントです。iPhone を用いて（iPhone アプリケーション「鳥取

AiRMap (エアマップ)」をダウロード（無料）することが必要になります。）、謎解き宝探しゲームのヒントや、周辺

地の観光・駐車場情報などが入手することで、さらに新しさ倍増！ぜひ、「淀屋」の財宝を iPhone 片手に探し当

ててください！ 

■ 実施期間 平成 22 年 10 月 1 日（金）～12 月 20 日（月） 

■ 事業内容 鳥取県中部地域（三朝町、湯梨浜町、倉吉市、北栄町、琴浦町）に設置された 

6 個の宝箱を探しだす地域周遊型事業 

■ 参加の流れについて 

① 鳥取県中部地域の観光案内所、ローソン、宿泊施設、道の駅のほか、鳥取・倉吉・米子駅の観光案内所な

どで参加チラシを入手 （WEB http://www.takarush.jp/tottoriken でも参加チラシのダウンロード可能） 

② チラシに記載されている地図等を参考に鳥取県中部地域で宝探しに挑戦 

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（１ヶ所で参加賞缶バッチ、２ヶ所以上は抽選にて鳥取県

産品の賞品を送付する。） 

■ その他 「鳥取 AiRMap(エアマップ)」でのヒント情報について 

iPhone アプリケーションとして「鳥取 AiRMap(エアマップ)」をダウンロードして宝さがしゲームの「ヒント」情報が入

手すれば、さらに楽しさアップ！ 

 

 

 

 

 

 

 

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

WEB http://www.takarush.jp/tottoriken でも参加チラシのダウンロード可能 

 

コラム 「第 2回鳥取砂丘検定」実施のお知らせ  

 鳥取砂丘は日本を代表する観光資源であり、鳥取県が誇る貴重な財産です。鳥取砂丘検定は、砂丘がどん

なものなのか、鳥取砂丘の地形や地質、生きものたち、鳥取砂丘と人とのかかわりなど鳥取砂丘に関する多分

野にわたる内容を知っていただくことを目的として昨年から開始されました。鳥取砂丘検定を通じて、鳥取砂丘

宝箱設置場所の周辺に来ると、ヒントタグ

が浮かび、このタグをクリックするとヒ

ントが表示される。 



を正しく理解し、鳥取砂丘の魅力を多くの方に知っていただくとともに、鳥

取砂丘を訪れる方々に対するもてなしの向上をめざします。また、現在世

界加盟を申請している山陰海岸ジオパークは、この鳥取砂丘をひとつのジ

オエリアとして構成されています。鳥取砂丘検定を通じて山陰海岸ジオパ

ークの持続的な発展につなげます。  

【検定試験の実施内容】  

■ 日時  平成 22 年 11 月 14 日(日) 午後 1 時 30 分から 3 時  

■ 試験地 鳥取会場 白兎会館（鳥取市末広温泉町 556）  

東京会場 都道府県会館（千代田区平河町 2-6-3）  

■ 受験料 1,000 円  

■ 申込期間 平成 22 年 9 月 22 日(水)から 10 月 13 日(水)  

■ 申込方法 受験申込書（郵便振替払込取扱票）に必要事項を記入し、郵便局で受験料を納付してくだ

さい。   

■ 出題範囲 鳥取砂丘検定公式テキスト（ISBN:9784938875640）を中心に出題します。  

■ 出題数 50 問以内 4択式及び一部記述式です。  

■ 受験資格 特に制限はありません。  

■ 結果発表 平成22年11月、受験者全員に合否の結果を送付します。合格者には認定書及び鳥取砂丘

検定特製ピンバッジを送付します。 

■ 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) 

電話：0857-26-0756 FAX：0857-29-1000 

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 

電話：0857-26-7637 FAX：0857-26-8308 

WEB サイト http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=146594 

 

 

 

 

 

 

 

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 9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/ 


