
 

 

 

  

 

 

１ 映画「恋谷橋」のロケ撮影が始まりました！ 

鳥取県三朝町の情緒あふれる三朝温泉を舞台にした映画「恋谷橋」（原作「雨の中の初恋」）の撮

影が１１月２０日から始まりました。主演の上原多香子さんなどが鳥取県入りし、撮影は快調に進

んでいます。映画は、老舗温泉旅館に生まれた主人公が、上京するものの挫折して帰郷し、友人ら

と協力して温泉街の復興を描くストーリーです。出演は、親しい幼なじみの調理師役に今注目の若

手俳優の水上剣星さん。そのほか、元モーニング娘の中沢裕子さん、土屋アンナさん、川岡大次郎

さん、松方弘樹さんらの出演が予定されています。 

脚本は「第１回スーパーシナリオグランプリ」で約７００作から選ば

れた受賞作「雨の中の初恋」が原作となっています。ロケは今年１２

月１０日まで続き、三朝温泉のほか鳥取市内でも撮影が予定されてい

ます。公募で選考された地元の子どもたちがエキストラで出演したり、

公式 Twitterでは映画の撮影状況などもつぶやかれています。来年に

は全国ロードショーを予定。 

また、鳥取県から名作映画が生まれます。乞うご期待！ 

公式サイト  http://www.koitani.co.jp/ 

公式 Twitter  http://twitter.com/koitanibashi 

 

 

２ 韓流ドラマ「アテナ：戦争の女神」が韓国で放送開始  

１２月１３日から韓国で「アテナ：戦争の女神」が放映されます。韓流ドラマと鳥取の関係は？と

疑問を抱く方もいらっしゃるかと思いますが、「アテナ：戦争の女神」は長期間にわたり鳥取県各

地でロケ撮影されたのです。しかも、韓国で３０％以上の視聴率をたたき出した「アイリス」のス

ピンオフ企画として制作されたこともあって、すでに韓国では大注目されています。合計６ヶ国に

及ぶ海外ロケを実施するなど「アイリス」よりもさらにスケールアップしているとのこと。「アテ

ナ：戦争の女神」は、大韓民国を脅威に陥れようとするテロの勢力に立ち向かう特捜部要員の運命

と、謎に包まれた特捜部女性要員との愛を描いたアクションドラマで、主演は韓国人気俳優のチョ

ン・ウソン（代表作「私の頭の中の消しゴム」など多数。）、ヒロインに実力派女優のスエ（代表

作「あなたに遠いところ」など多数。）、そして日本でも人気のＢＯＡなどが出演しています。日

本での放送については今のところ未定ですが、鳥取県の多くの観光スポットがロケ地となったこと

から、韓国では「アテナ・鳥取ロケ地ツアー」が販売されています。多くの韓国の方々が、鳥取県

を訪問することを期待されています。 

また、韓国仁川空港と直行便をもつ世界で唯一妖怪の名前を愛称とした米子鬼太郎空港では、グラ

ンドオープン１周年を記念して「アテナ：戦争の女神」のパネル展などが企画されていますので、

お見逃しなく。 

http://www.koitani.co.jp/
http://twitter.com/koitanibashi


 

【「アテナ：戦争の女神」について】 

参考ＷＥＢ http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=147821 

 

【米子鬼太郎空港１周年記念イベント】 

■ 期間／１２月１７日（金）～２７日（月）予定 

■ 場所／米子空港ターミナル内 催事場等 

■ 内容／「アテナ：戦争の女神」「ゲゲゲの女房」のパネル展等 

■ 問合せ先／米子鬼太郎空港ビル TEL 0859-45-6121 FAX 0859-45-612 

 

 

３ ２０１１年は「白兎（はくと）神社」で縁結び！  

「とっとり観光ニュース１１月号」で古事記に残る鮫と兎の「因

幡の白兎（しろうさぎ）」伝説について紹介しましたが、実は

「白兎神社」にまつわる伝説は、それだけではないのです！そ

の物語に登場した白兎は、現在の鳥取市にある白兎（はくと）

海岸付近で大国主命（おおくにぬしのみこと）と会った後、大

国主命と八上姫（やかみひめ）の恋のキューピット役としても

活躍するのです！そのため、この白兎海岸の近くにある白兎神

社には「縁結び」にご利益があると言い伝えられ、現在も多く

の参拝客が良縁祈願に訪れています。ちなみに、鳥取県内には他にも八頭町にも白兎神社があった

り、県西部の大山町の束積（つかずみ）にも「因幡の白兎」と同じ話が伝えられているなど、鳥取

県と兎とは深い縁があるのです。 

今年は１２年に一度「兎年」。鳥取県に来れば「良縁」間違いなし？！ 

【初詣・道の駅 神話の里白うさぎ】 

■期間／2011 年 1月 1日（土）～3日（月） 

■場所／道の駅 神話の里白うさぎ（鳥取県鳥取市白兎 613） 

■催し／甘酒のふるまい(先着 890(ハクト)名様)無料、年越しそば、雑煮、福袋の販売など 

■問合せ先／道の駅 神話の里白うさぎ TEL：0857-59-6700 FAX：0857-59-6800 

【鳥取市観光協会 HP(白兎神社～神話「因幡の白うさぎ」の舞台～)】 

  http://www.torican.jp/famous/06#02 

【八頭町 HP(「白兎伝説の里八頭町」の pdf ファイルをご覧ください)】 

  http://www.town.yazu.tottori.jp/dd.aspx?menuid=1142 

【大山町 HP(大山町の白兎伝説)】 

  http://www.daisen.jp/p/2/area/umigawa/14/ 

 

 

 

白兎神社の「結び石」 

http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=147821
http://www.torican.jp/famous/06#02
http://www.town.yazu.tottori.jp/dd.aspx?menuid=1142
http://www.daisen.jp/p/2/area/umigawa/14/


４ 年始のおすすめイベント 

「白兎神社」だけでなく、鳥取県では各地にて皆様のお越しをお待ちしております！ぜひ、年始は

鳥取県でお過ごしください。 

 

【イベント カウントダウンイベント IN大山】  

 200 本の冬のたいまつ行列が見ものです。  

■期間／2010 年 12月 31日（金）22時～2011年 1月 1日（土）2

時 

■場所／大神山神社奥宮、とやま旅館駐車場（西伯郡大山町） 

■内容／たいまつ行列（大神山神社奥宮よりスタート）、カウント

ダウンなど 

※たいまつ行列のたいまつ（1本 1,500円保険料込み、記念品付）をとやま駐車場にて当日より販

売。限定 200 本 

■問合せ先／大山町観光協会 TEL：0859-52-2502 

 

【初日の出を河原城で見よう！】   

■日時／2011 年 1月 1日（土） 6：30～正午 

■場所／お城山展望台河原城（鳥取市河原町谷一木 1011） 

■催し／午前 9時～空手道寒稽古（河原町空手道クラブ少年部）、ぜんざい無料サービス先着 100

名様 

■問合せ先／河原城 TEL：0858-85-0046 FAX：0858-85-1946 

 

【とっとり花回廊のお正月】 

新春花回廊 お正月に合わせて紅白のゆり 200鉢を展示。そのほか毎日先着 100 名にお抹茶をサー

ビス！  

■期間／2011 年 1月 1日（土）～3日（月） 

■場所／とっとり花回廊（西伯郡南部町鶴田 110） 

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

 

【燕趙園のお正月】 

中国風お正月をお楽しみください！   

■期間／20１11年 1月 1日（土）～3日（月） 

■場所／燕趙園（東伯郡湯梨浜町引地 565-1） 

■催し／ 

1 日（土） ゆるキャラの｢天天｣「飛飛」と餅つきをしよう、 

2 日（日） 燕龍隊による龍踊り 

3 日（月） 中国獅子舞の公演、そのほか、書初め、中国のおもちゃで遊ぼう、 

水餃子のふるまい（先着 100名）、福袋の販売を行います。  

■問合せ先／燕趙園 TEL：0858-32-2180 FAX：0858-32-2185 

 



 

５ 湖山池ジオ俳句コンテスト 

今年１０月に実現した山陰海岸ジオパークの世界ジオパーク

ネットワーク加盟を記念し、「湖山池ジオ俳句コンテスト」を

開催します。湖山池（こやまいけ）は、鳥取県鳥取市の南西部

に位置する汽水湖で、山陰海岸ジオパークのジオスポットとな

っており、古代に日本海から湾入した場所が、砂丘の発達や堆

積により、海と分離されてできた潟湖です。また、「池」と名

乗る湖沼の中では日本一の広さであり、テレビ番組等でも紹介

される「石がま漁」（全国的にも珍しい石の隙間に潜む魚を棒

でつついて追い込み捕獲する漁法で、県指定無形民俗文化財に指定されています。）が冬季に行わ

れています。湖山池を臨みながらの一句。どうぞふるってご応募下さい。 

■ 参加資格／どなたでもご応募できます（出品料無料） 

■ 作品／湖山池の部とジオパークの部があり、一部門一人二句まで（未発表のものに限ります） 

■ 応募締切／平成２２年１２月２５日まで（当日消印有効） 

■ 入賞発表／平成２３年１月２３日（山陰海岸ジオパーク湖山池シンポジウムにて） 

■ 表彰／湖山長者大賞・ジオパーク大賞（各１点） 

青島賞・津生島賞・団子島賞・猫島賞・鳥ヶ島賞（各部門１点） 

■ 応募方法／ 

応募部門、作品、住所、氏名、年齢、電話番号、メールアドレス（お持ちの方）を明記の上、

郵送、FAX、メールのいずれかで下記までご応募ください。電話での受け付けは行っておりませ

ん。 

■ 応募・お問合せ先／ 

〒680-1416 鳥取市高住 754-17 湖山池情報プラザ「湖山池ジオ俳句コンテスト」係 

TEL・FAX（0857）31-2900  e-mail：koyamaike_jp@mail.goo.ne.jp 

 

 

６ 鳥取砂丘の魅力体感ツアー 

ご存知のとおり鳥取砂丘は鳥取を代表する観光スポット。そして世界ジオ

パークネットワーク加盟の認定をうけた山陰海岸ジオパークの主要なス

ポットです。鳥取砂丘は日本最大級の海岸砂丘であり、砂丘列の起伏の大

きさ、すり鉢状の凹地、風の織りなす芸術、風紋や砂簾など、多くの観光

客を魅了しています。 

しかし、本来生えていなかった外来植物の侵入等によって砂丘が草原化し

ているため、砂丘本来の美しい景観を保全すべく、現在、県民をあげての

ボランティア等による除草活動の取組が進められているところです。そこで、鳥取砂丘を訪れる多

くの観光客の方にも除草活動への積極的な参加をお願いし、「砂の動く生きている砂丘」の再生を

お手伝いいただくとともに、鳥取砂丘の魅力への理解を深めていただくために、「鳥取砂丘除草体

験ツアー」が実施されています。全行程約２時間です。（除草作業の説明→除草場所への移動→除

湖山池石がま漁の風景 



草作業（約 40 分）→鳥取砂丘レンジャーが砂丘内を歩いて案内します。(約 30 分)→ジオパークセ

ンターでの砂丘解説(約 30 分)） 

世界に認められた山陰海岸ジオパークの主要ジオサイトである鳥取砂丘の知らない魅力をきっと

発見することでしょう。 

■ 対象／鳥取砂丘を訪れるツアー客及び観光客の２５名以上のグループであって、砂丘の除草体

験に加えて鳥取砂丘以外の県内観光地を２ヶ所以上訪れる方 

■ 期間／平成２３年３月１日（火）～平成２３年１０月３１日（月）まで 

（４月２９日～５月８日および８月を除く） ※事前の申込が必要です。 

■ 時間／１団体１回約２時間程度 

■ 補助金制度：バス１台（ツアー実施時において２０名以上）につき運行経費として、 

・県外発のツアーは２万円 

・県内発のツアーは１万円の補助金を支給 

（申込が総額５０万円を超えた時点で〆切ります） 

■ その他 

・ 参加費無料（除草作業中の傷害保険料主催者負担） 

・ 参加記念品として、「鳥取砂丘の風景写真ポストカード」と「砂丘商店街お楽しみチケット（割

引券）」をプレゼント 

・ 参加者が準備する物品：帽子、雨具、飲み物等 

・ 荒天の場合は中止、少雨決行 

■ 申込先／鳥取砂丘再生会議（事務局：鳥取県生活環境部砂丘事務所内、担当：竹ノ内） 

〒689-0105 鳥取市福部町湯山 2164-661 

TEL 0857-22-0582  FAX 0857-22-0584 

メールアドレス sakyu@pref.tottori.jp 

 

 

７ Ｎゲージ鉄道展 

鳥取県三朝町の三朝温泉で、鉄道模型（Ｎゲージ）の走行コース

を設置するとともに、珍しい鉄道グッズを紹介するイベント「Ｎ

ゲージ鉄道展」が始まります。昨年、第 1回目を開催した際には、

うわさを聞きつけた鉄道ファンが、自慢の車両を走らせようと泊

まり込みでやって来るなど好評だったことから、今回第 2回目を

開催するものです。 

今回も全長２５メートルにおよぶＮゲージコース（西日本最大級のコースで、１６車両編成の新幹

線を存分に走らせることができるそうです。）で、ご自身の所有するＮゲージを走行させることが

できるほか、鉄道模型のミニジオラマ、写真、鉄道グッズを展示があります。新しい試みとして、

ＪＲの鉄道グッズや駅弁の販売（１２月１９日）も予定されています。 

三朝温泉 

■ 日時／2010 年 12月 3日～2011年 1月 31日 午前１０時から午後５時まで。 

    [金土日月曜日と祝祭日開館但し 12/28～1/3 は休館]  

■ 場所／三朝美術館（東伯郡三朝町三朝 199-1） 電話 0858-43-3111  



 

コラム お土産用「鳥取牛骨ラーメン」が満を持して登場！ 

鳥取県を代表するＢ級グルメである「鳥取牛骨ラーメン」が、お宅で

も手軽に味わえるようになりました。牛骨ラーメンを全国に発信しよ

うと約１年かけて製品化されたお土産用「鳥取牛骨ラーメン」。昭和

レトロ風のパッケージに、牛骨を３日間かけ煮出したスープと、半生

のちぢれ細めんが入り７３５円（２食入り）で、県内の観光スポット

など１３カ所で販売されています（１０月２５日から販売開始）。ぜひ、鳥取のお土産に「鳥取牛

骨ラーメン」をお試しください！  

■ 問合せ先／株式会社 サンパック（倉吉市長坂町 722-1） 

TEL 0858-28-5461  FAX 0858-28-3838 

 

 

コラム 「砂丘モアイ」の人気爆発！ 

鳥取の新しいお土産に鳥取砂丘近くの砂を使った土産物が人気を呼んでいま

す。砂を固めた土台に７センチほどのモルタルでできたモアイ像を載せた「鳥

取砂丘モアイ」は、鳥取砂丘の「サンドパルとっとり」で多いときには週１

０００個以上が売れる人気商品です。鳥取砂丘の砂は国立公園の一部である

ため、砂の持ち出しは禁止となっています。そこで、砂丘近くの同質の砂を

使い、しかも、ちょっとやそっとでは崩れない砂の商品となっているそうで

す。特殊な接着剤で砂を固めて作った「ミニモアイ（砂）」や、砂を盛った

容器におもちゃのヤシの木とミニモアイを立てた「鳥取砂丘デコモアイ」や、

砂をローマ字の形に固めた手のひらサイズの「すなもじ」（１個２００円）など商品のバリエーシ

ョンも豊富。手作りで大量生産はできないというレア感もあり、ますますブレイクしそうな予感。

年末には新商品も発売予定だそうです。 

■問合せ先／池原工業 TEL 0857‐82‐0794 http://morutaru-magic.jp/ 
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発行年月日：平成 22 年 11 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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mailto:kankou@pref.tottori.jp
http://yokoso.pref.tottori.jp/

