
 

 

 

 

 

１ 山陰海岸ジオパークが世界ジオパークネットワークに加盟認定！ 

 「山陰海岸ジオパーク」が先日開催されたヨーロピアンジオパーク会議（場所：ギリシャ・レスボス

島）において、世界ジオパークネットワーク（GGN）に加盟認定（現地時間：10月 3日）されました！ 

「山陰海岸ジオパーク」は、鳥取砂丘、浦富海岸を含む山陰海岸国立公園を中心とした鳥取、兵庫、京

都にまたがるエリアを対象にしており、貴重な地質や地形を通して自然や歴史・文化を体験、学習する

ことができます。 

「山陰海岸ジオパーク」には、様々な独自の地形や地質を楽しむことのできるジオサイトが存在しま

す。アジア大陸から日本列島が分離して日本海ができたときの火山活

動に伴う岩石・地層や鳥取砂丘などの砂丘や砂州と、浦富海岸などの

荒々しい侵食海岸の対照がみどころです。 

なお、岩美町には「山陰海岸ジオパーク」の拠点施設となる「山陰

海岸学習館」があります。山陰海岸ジオパーク全体の主な特色や動植

物などの紹介、野外観察会などのイベントを行っています。 

 日ごろは感じることのできない地球の神秘を、ぜひ目で見て、体験

して感じてください。 

【山陰海岸学習館】 

■所在地／鳥取県岩美郡岩美町牧谷 

■開館時間／９時から１７時(７月から８月の毎週土曜日は１８時まで開館) 

■休館日／毎週月曜日(祝日の場合は翌平日が休館日) 

  国民の祝日の翌日（日曜日・祝日は開館） 

  年末年始(１２月２９日から１月３日) 

※ ７月２０日から８月３１日の間は毎日開館 

■入館料／無料 

■問合せ先／山陰海岸学習館 TEL：0857-73-1445 

山陰海岸ジオパーク協議会 http://sanin-geo.jp/ 

山陰海岸学習館 http://site5.tori-info.co.jp/~museum/gakusyukan/ 

 

 

２ 北栄町「国重要文化財観音立像」特別限定公開 

鳥取県北栄町では普段一般公開していない、平安時代から伝わる国重要文化財の観音立像や不動明王

などの古仏群を特別公開する観光メニューが企画されました。 



東高尾観音寺（北栄町東高尾）の国重要文化財「木造十一面千手観音立像」、「木造十一面観音立像」

の他、県指定保護文化財「不動明王立像」、「兜拔毘沙門天立像」など９体の観音寺古仏群をはじめ、収

蔵庫に安置された計４３体もの仏像を拝観できます。「木造十一面千手観音立

像」と「木造十一面観音立像」、瀬戸観音寺の「木造十一面千手観音立像」、

いずれも平安初、中期の作とされる一木造りの仏像で、やや反った姿勢と優

美なカラダのライン、柔和な表情が特徴です。瀬戸観音寺（北栄町瀬戸）の

「木造十一面千手観音立像」には、かつて地元の庄屋たちが東高尾観音寺か

ら勧請（かんじょう）したという逸話も残り、遠い昔を偲ばせてくれます。 

１１月には、以下のとおりお披露目イベントが開催されます。仏像ファン

にはたまらないこの企画、お見逃しなく！ 

■日時／平成２２年１１月１９日（金） 午後１時３０分～３時３０分 

■集合／北栄町役場大栄庁舎 玄関前 

■募集定員／２５名（定員になり次第締め切らせていただきます。） 

■申込期限／平成２２年１１月１２日（金） 

■参加費／１，０００円（拝観料、講師料等含む。当日集金します。） 

■主催／北栄町、北栄町観光協会 

■申し込み・問合せ／北栄町観光協会（北栄町役場企画振興課内） 

       TEL:0858-37-5864 FAX:0858-37-5339 

 

 

３ 映画「ゲゲゲの女房」が鳥取県で先行ロードショー！ 

映画「ゲゲゲの女房」の全国公開（１１月２０日）に先立って、１１月６日に水

木夫妻の出身地である鳥取県・島根県の映画館で先行上映されます。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。ぬらりひょんや、小豆あらいなどお馴染

みの妖怪だけでなく、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」ファンも楽しめる映画です。 

また、映画「ゲゲゲの女房」の上映にあわせるかのように、１０月２６日には水

木しげる氏が文化功労者に選ばれました。全国に旋風を巻き起こしたＮＨＫ連続テ

レビ小説「ゲゲゲの女房」に引き続き、まだまだ「ゲゲゲ」は話題満載です！ 

■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  

■公式サイト／ http://www.gegege-eiga.com/ 



 

４ 谷口ジロー作「遥かな町へ」が欧州で映画上映 

鳥取県鳥取市出身の漫画家、谷口ジローさんの倉吉市を舞台にした代表作「遥かな町へ」がヨーロッ

パで実写映画化され、１１月２４日からフランス、ベルギーなどで公開されます。原作の「遥かな町へ」

は、都会に住む主人公がタイムスリップして故郷の鳥取県倉吉市を舞台に、再び青春時代を経験すると

いうストーリーですが、今回の映画の舞台はリヨン郊外。谷口ジロー氏も特別出演しているとのことで

す。漫画「遥かな町へ」は、フランスのアングレーム国際漫画祭最優秀脚本賞を 2002 年に受賞するな

ど欧州では多数の受賞暦があります。鳥取県鳥取市を舞台にした「父の暦」も翻訳されるなど、ヨーロ

ッパで高い人気を誇る谷口ジロー氏原作の映画化は今回が初めてとなります。 

また、先月号でもご紹介しましたが、谷口ジロー氏は今年 9月に韓国富川国際漫画フェスティバル海

外作家賞を受賞されました。その受賞を記念して原画展が開催されます。 

鳥取県は、水木しげる氏、「名探偵コナン」の青山豪昌氏、そして谷口ジロー氏など著名漫画家を数

多く輩出しており、２０１２年には国際マンガサミットが開催されます。鳥取県は、世界に向け「まん

が文化」をこれからも発信していきます！ 

【韓国富川国際マンガフェスティバル海外作家賞受賞記念「谷口ジロー原画展」】 

■日時／平成２２年１０月３１日（日）～１１月１４日（日） １１：００～１９：００ 

■会場／ギャラリーそら（鳥取市栄町 658-3 駅前サンロード） 

■内容／原画など約１００点を展示し谷口作品の魅力に迫ります。 

【「2012国際マンガサミット」】 

■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 

 

 

５ 「お笑いバス皆生温泉号」で今年も車内は笑いの渦に！ 

関西の若手落語家が同乗して京都・大阪―皆生温泉を結ぶ「お笑いバス皆生温

泉号」が、今シーズンも年明け１月２２日（土）～３月１２日（土）までの木、

金、土、日の週４日、関西から運行します。格安料金の上に、今売り出し中の

若手落語家の芸が楽しめる、お得でユニークなバスです。片道乗車もＯＫです

ので、観光だけでなく、ビジネスなどにもご利用下さい。  

■期間／平成２２年１月２２日（土）～３月１２日（土） 関西発（往路） 

 平成２２年１月２３日（日）～３月１３日（日） 皆生温泉発（復路）  

※ 往路は毎週木曜、金曜、土曜、日曜日 京都・大阪 出発  

※ 落語家による演芸は、往路（関西発）のみ行い復路には行いません。 

※ 最少催行人数 ２人  



※ 高速道路サービスエリアにて同乗の落語家による演芸大会が開催されます。 

■ コース／ 

行き    

京都（ＪＲ京都駅八条口観光バス駐車場）  ８：３０発  

⇒  大阪（ＪＲ新大阪駅单側団体観光バス駐車場） ９：３０発  

⇒  サービスエリア（蒜山ＳＡ）で演芸大会  

⇒  皆生温泉各旅館着  １３：４５～１３：５０ごろ予定  

帰り    

皆生温泉各旅館 ９：００～９：０５ごろ発  

⇒  出雲大社   １０：３０～１２：３０（観光・フリー昼食） 

⇒ 皆生温泉（皆生つるや）１４：００～１４：１０ 

⇒ お菓子の壽城  １４：２５～１４：５０  

⇒  ＪＲ大阪駅  １８：２０着  

⇒  ＪＲ京都駅  １９：２０着  

※ 皆生温泉では宿泊旅館のお近くで乗降していただきます。  

■料金／往復バス料金  ５，８００円 ／ 片道バス料金  ３，０００円 

※ バス料金は、京都・大阪―皆生温泉間です。 

※ バス料金に宿泊料金は含まれていません。 

※ 大人、子供ともお一人様料金です。（税込み） 

■申し込み＆お問合せ／アミイファクト(株) 〒533-0033 大阪市東淀川区東中島 1-20-14  

  電話：06-6990-6500  FAX：06-6990-6177  http://www.amy-go.com  

■企画／米子市観光協会、皆生温泉旅館組合  

■その他／同乗落語家は、ＪＲ新大阪より乗車します。同乗落語家は、当日の発表となります。  

 

 

６ 山陰道「東伯･中山道路」のインターチェンジ名称が正式決定 

鳥取県の東西を結ぶ「山陰道」（自動車専用道路、鳥取県区間約８８km）が、現在建設されています。

山陰道の鳥取～米子間のうちすでに「米子道路」（米子～淀江、１３．６km）、「青谷・羽合道路」（羽合

町～青谷町、１３．２km）はすでに開設されていますが、今年度中に、新たに東伯から中山を結ぶ「東

伯・中山道路」の開設が予定されています。今回、その「東伯・中山道路」に設置されるインターチェ

ンジ（ＩＣ）およびパーキングエリア（ＰＡ）の名称が決定しました。西から「赤碕中山ＩＣ」「琴浦

船上山ＩＣ」「琴浦ＰＡ」「琴浦東ＩＣ」「大栄東伯ＩＣ」です。 



 

この山陰道は、山陰地方の地方都市間の連携を強化するとともに、環日本海交流の基幹軸の一翼を担

う道路となります。また、事業中の「名和・淀江道路」、「中山・名和道路」と一体となった交通ネット

ワークを形成することにより広域交流の促進及び地域の活性化に大きく寄与するが期待されています。 

【東伯・中山道路】 

■開通／平成２２年度中 

■名称／山陰道（一般国道９号 東伯・中山道路） 

■区間／（起点）東伯郡琴浦町槻下（とうはくぐん ことうらちょう つきのした）～ 

（終点）西伯郡大山町八重（さいはくぐん だいせんちょう やえ） 

■距離／１２．０km（車線数 暫定２車線にて開通） 

 

 

７ 鳥取県のスキー場情報 

冬ならではのウィンタースポーツを楽しもう！鳥取県の大山では、去年より７日早く初雪が降る（１

０月２７日）など、すでに冬の足音が聞こえてきました。ということで、

西日本随一の「だいせんホワイトリゾート」をはじめ、鳥取県内にある

スキー場情報についてご紹介します。  

【わかさ氷ノ山スキー場開き】 

■予定日／平成２２年１２月 1８日（土） 

■内容／午前９時～神事・玉串奉納・テープカットほか、若桜氷ノ山樹

氷太鼓・因幡の祭典ＰＲ／プラカード滑走・宝さがし（もちまき）などのイベントが予定されています。 

■問合せ先／若桜町観光協会 TEL：0858‐82‐2237、（財）若桜町観光開発事業団 TEL：0858-82-1111、

樹氷スノーピア TEL：0858‐82‐0512 

■HP／若桜町観光協会 http://kanko.town.wakasa.tottori.jp/ 



わかさ氷ノ山自然ふれあいの里 

 http://www.hyounosen.or.jp/index.html 

若桜町商工会 http://www.infosakyu.ne.jp/s-wakasa/index.html 

【江府町スキー場開き祭（奥大山スキー場、鏡ヶ成スキー場）】 

■予定日／平成２２年１２月１９日（日） 

■場所／奥大山スキー場（日野郡江府町御机） 

■問合せ先／江府町 TEL：0859-75-3222、休暇村大山鏡ヶ成 TEL：0859‐75‐2300 

■HP／江府町ホームページ http://www.town-kofu.jp/ 

奥大山スキー場 http://www6.ocn.ne.jp/~okudai/ 

【桝水高原スキー場開き祭】 

■予定日／平成２２年１２月下旬 

■問合せ先／桝水高原スキー場 TEL：0859‐52‐2235 

■HP／桝水高原スキー場 http://www.houki-town.jp/ski/ 

【「だいせんホワイトリゾート」スキー場開き（国際、上の原、中の原、豪円山）】 

■予定日／平成２２年１２月下旬 

■問合せ先／大山町観光協会 TEL：0859‐52‐2502 

■HP／鳥取・大山のスキー場ガイド http://www.daisen.jp/ski/ 

【花見山スキー場開き】 

■予定日／平成２２年１２月下旬 

■問合せ先／花見山観光株式会社 ＴＥＬ：0859-83-0456 

■ＨＰ／花見山スキー場  http://www.hanamiyama.co.jp/ 

 

 

８ 若桜氷ノ山雪合戦！～第１６回西日本雪合戦大会～ 

平成２２年２月５日（土）～６日（日）、第１６回西日本雪合戦大会～若桜氷ノ山雪合戦が開催され

ます。平成８年にスタートした新しい冬のスポーツイベントです。試合は、一般の部（A リーグ・E リ

ーグ）・ジュニアの部・レディースの部に分かれて競技を行ない、一般のＡリーグで優勝したチームは

２月２６日（土）・２７日（日）に北海道で開催される第２３回昭和新山国際雪合戦へ派遣されます。

県内外から多くのチームが出場し、熱戦が繰り広げられます。知力、体力だけでなくチームワークが勝

敗を分ける迫力満点の雪合戦大会に、みなさまも是非ご参加ください。 

■開催日／平成２２年２月５日（土）～６日（日） 

２月５日（土）１４:００～ ジュニアの部、 

２月６日（日） ９:３０～ 一般の部（Ａリーグ・Ｅリーグ）・レディースの部。 

■開催場所／若桜町ふれあい広場（鳥取県八頭郡若桜町） 

■問合せ先／若桜町教育委員会 

 



 

９ 金持神社で宝くじ祈願！ 

「金持」と書いて「かもち」と読む、全国で１か所しかない縁起の良い名前の

神社「金持神社」。その日本唯一の縁起のよい名前から、度々新聞やテレビ

などで取り上げられています。年始年末には年末ジャンボ宝くじ祈願などで、

県内外から多くの参拝客で賑わいます。また、全国から約７００個の財布が毎

年送付されるなど、鳥取県の人気パワースポットです。金持神社札所（売店）

では、オリジナル縁起物グッズが販売されており、ネット販売も行われています。 

ぜひ、新春の金運・開運祈願に「金持神社」にお越しください。 

■施設名／金持神社 （かもちじんじゃ） 

■所在地／鳥取県日野郡日野町金持 

■交通／伯備線根雨駅下車バス 10分 

■問合わせ先 ／ 金持神社  TEL 0859-75-2591、0859-72-0481（売店） 

     http://www.kanemochi-jinja.net/ 

 

１０ とっとり「松葉がに」イベント 

とっとり観光ニュースでも、度々取り上げた鳥取県の冬を代表する味覚「松葉

がに」が、いよいよ解禁になります！操業船が沖合で待機した後、11月 6日(カ

ニ解禁日)の 0時 0分より一斉に網入れを行います。これより山陰・日本海の松

葉がに漁がスタートします。「松葉がに」は、鳥取県では主に鳥取港、網代（あ

じろ）漁港、田後（たじり）港、境（さかい）漁港で水揚げされ、11月 6日～8日に

かけてそれぞれの漁港で初セリが行われます。（蟹解禁日の天候によっては初

セリが順延となりますので、確実に 11月 6日に初セリが行われるということではございません。）。 

また、漁港では、以下のとおり、今年も新鮮な「松葉がに」を味わえるイベントが予定されています。「松葉が

に」の本場、鳥取県でぜひ新鮮な「松葉がに」をご賞味ください。 

【田後漁港大漁感謝祭】  

■日時／2010年 11月 27日（土） 

■場所／田後漁港（岩美郡岩美町田後） 

■内容／セリ市、かにの甲羅投げ大会 ほか 

■問合せ先／田後港大漁感謝祭実行委員会 ＴＥＬ0857-72-1531 

【網代港松葉か～にバル】 

■日時／2010年 11月 27日（土） 

■場所／網代漁港（岩美郡岩美町大谷） 

■内容／かに汁無料配布、カニ釣り（松葉がに、親がに) ほか 

■問合せ先／網代港松葉か～にバル実行委員会 ＴＥＬ0857-72-0481 

 

http://www.kanemochi-jinja.net/


【鳥取かにフェスタ】  

■日時／2010年 11月 27日（土）9：00～14：00  

■場所／マリンピア賀露内（鳥取市賀露町西 4丁目 1806番地） 

■内容／ダーツで松葉がにゲット、かにの甲羅投げて貰いまショー、 

カニーラ・ナシータ・トリピーじゃんけん大会 ほか 

■問合せ先／鳥取かにフェスタ実行委員会（鳥取県漁協） ＴＥＬ0857-28-0111  

【カニ感謝祭】 

■日時／2010年 1月 16日（日） 

■場所／水木しげる記念館～妖怪神社（境港市） 

■問合せ先／境港市役所水産課内（境港カニ水揚げ日本一 PR実行委員会）  

ＴＥＬ 0859-47-1055 

  WEB  http://www.sakaiminato.net/site2/page/event/koureievent/kanikannshasai/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 10 月 29 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/ 

http://www.sakaiminato.net/site2/page/event/koureievent/kanikannshasai/
mailto:kankou@pref.tottori.jp
http://yokoso.pref.tottori.jp/

