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新年あけましておめでとうございます！ 

2011 年は「うさぎ年」。神話「因幡（いなば）の白うさぎ」の舞台である鳥取県は、今年もたくさ

んの話題とイベントを準備してみなさまのお越しをお待ちしております。 

「とっとり観光ニュース」では、今年もみなさまに鳥取県の魅力ある観光情報をいち早く提供でき

ればと思いますので、引き続きご愛読のほどよろしくお願い申し上げます。 

 

 

１ 新春！おめでたい名前の神社特集 

鳥取県には約９３０もの神社があり、おめでたい名前の神社がたくさんあります。そこで、初詣の

この時期、行ってみたくなるような縁起の良さそうな響きをもつ神社を紹介します。「金持（かも

ち）神社」や「福栄（ふくさかえ）神社」が話題となっていますが、そのほかにも「福成（ふくな

り）神社」、「福富（ふくとみ）神社」など、縁起の良いパワースポットが数多くあります。 

初詣、祈願ごとには、鳥取県がおすすめです！ 

 

【金持（かもち）神社】 

年間 20 万人が参拝するパワースポットです。  

■場所／鳥取県日野郡日野町金持 1490 金持神社札所（売店） 

TEL/FAX/0859-72-0481（TEL受付 AM10:00～PM16:00 まで）  

■参考／http://www.kanemochi-jinja.net/ 

 

【福栄（ふくさかえ）神社】 

幸運を呼び込み繁栄を招く、招福袋が話題です。 

■場所／日野郡日南町福栄 

■問合せ先／日南町観光協会  

TEL 0859-82-1114  FAX 0859-82-1478 

 

【福成（ふくなり）神社】 

災い転じて福と成す！成功祈願の神社です。 

■場所／日野郡日南町神戸上 2317番 

■問合せ先／日南町観光協会  

TEL 0859-82-1114  FAX 0859-82-1478 



豊栄神社 

福富神社 

 

【樂樂福（ささふく）神社】 

楽しい生活と幸福を招きます。 

■場所／日野郡日南町宮内 

■問合わせ先／日南町観光協会 TEL 0859-82-1114  FAX 0859-82-1478 

■参考／http://www.pref.tottori.jp/kouhou/mlmg/topics/707_2.htm 

 

【富益（とみます）神社】 

富貴が益々舞い込みます。 

■場所／米子市富益町 936 

■問合せ先／米子市観光協会 

TEL 0859-37-2311 FAX 0859-37-2377 

 

【豊栄（とよさかえ）神社】 

豊かさと繁栄を招きます。 

■場所／東伯郡琴浦町大字勝田 245 番 

■問合せ先／琴浦町観光協会  TEL 0858-55-7811 

 

【福富（ふくどみ）神社】 

幸運と富貴を招きます。 

■場所／倉吉市福富 326番 

■問合せ先／倉吉市観光協会（倉吉市役所商工観光課内） TEL 0858-22-8158 

 

【福積（ふくつみ）神社】 

どんどん幸運が積み重なります。 

■場所／倉吉市福積 719番 

■問合せ先／倉吉市観光協会（倉吉市役所商工観光課内） TEL 0858-22-8158 

 

【茂宇気（もうけ）神社】 

「もうけ」という名称から商売繁盛の神様として参詣者も多いです。  

■場所／鳥取市鹿野町河内 (鎮座地) 

■問合せ先／茂宇気神社社務所(鹿野町鷲峰 889) TEL 0857-84-2759 

 

 

 



２ 「とっとりアニカルまつり零（ゼロ）」 

「アニメ系カルチャー」（略してアニカル）で鳥取県米子市を元

気にするお祭りイベント「とっとりアニカルまつり」が、2011 年

9 月に開催されます。詳細については現在調整中ですが、①アニメ

作品の原画展、②声優トークショー、③ご当地ヒーロー「三地直

装イワシマン（境港市）」らのヒーローショーなどが企画されて

いますので、乞うご期待！ 

9 月の本格イベント前に「とっとりアニカルまつり零（ゼロ）」が、

2011 年 2月 27日に開催されます。「零」ではアニメソングや特撮

ヒーローソング（いわゆるアニソン）をフューチャーして、鳥取

県出身の歌手ＭＩＱ（ミク）さんや声優下田麻美さん、そしてア

ニメ「キン肉マン」の主題歌を歌う串田アキラさんも登場する「ア

ニソンライブ」と、一般参加による「アニソン歌合戦」が行なわ

れます。「アニソン歌合戦」については、出場者 16 組を決定する予選会への参加者を現在募集中

です。 

年初から「まんが王国とっとり」に注目です！  

 

【とっとりアニカルまつり零（ゼロ ）】 

■開催日／2011年 2月 27日（日曜日） 

■開場／午後 1時（開演 午後 2時） 

■会場／米子コンベンションセンター 多目的ホール 

■ゲスト／MIQ（アニソン歌手・鳥取県出身）、若林直美、下田麻美（声優・鳥取県出身）、串田

アキラ（アニソン歌手） 

■入場料／2,000 円（全席指定） 

【アニソン歌合戦予選会】 

■開催日／平成 23年 2月 26日（土曜日） 

■開会／午前 10時 30分 結果発表：午後 4時 50分（予定） 

■会場／シダックス米子米原クラブ パーティルーム 

■応募方法  

・ 「往復ハガキ」または「とっとりアニカルまつり零 公式サイト」から応募受付中です。 

・ 応募多数の場合には、予選会出場者は抽選になります。 

・ グループでもお申込みいただけます。 

・ 中学生以下のかたは、予選・本選ともに保護者の同伴が必要です。 

・ 予選会参加者には、もれなくチケットをプレゼント！ 

■問合わせ先／鳥取県米子市西倉吉町 57番地 笑い庵（壱）内 ＩＳ-ａ１  

とっとりアニカルまつり実行委員会事務局 TEL&FAX 0859-21-5655  

公式サイト http://anikaru.jp 

 



 

３ 智頭「森林セラピー」グランドオープン ２０１１年７月 

健康づくりや病気予防などの活動をくりひろ

げるため、森林の恵みである癒し効果を活用

する「森林セラピー」が注目されています。

「森林セラピー」とは、医学的に裏付けされ

た森林浴効果のことで、森林を利用して心身

の健康維持・増進、疾病の予防を行うことを

目的としています。具体的には、森の中に身

を置き、森を楽しみながら、森の中で歩行や

運動、レクリエーション、ライフスタイル指

導などを実施することで、その効果を達成するセラピーのことです。 

鳥取県智頭町は、2010年 4 月県内初の森林セラピー基地（森林セラピー基地は全国で 42カ所が認

定）に認定（認定事務局 特定非営利活動法人 森林セラピーソサエティ）され、ガイド養成、民

泊の整備、案内看板等など「森林セラピー」に向けた試験的な取り組みを重ねてきました。 

そして、この度 2011年 7月（予定）よりグランドオープンし、みなさまにいつでも「森林セラピ

ー」をご利用いただける運びとなりました。 

ぜひ、智頭で森の偉大さを体感してみてください。 

 

■これまでの取組／ 

「森のようちえん」開園（2009年 4月） 「森林セラピー推進協議会」の設立（2009 年 7月）  

森林セラピスト養成を開始（2009年 8月）  生理実験の実施（2009 年 9月）  

「森林セラピー基地」の認定（2010 年 4月） グランドオープン（2011 年 7 月） 

■智頭町内の主な森林セラピーエリア／ 

芦津渓谷の自然歩道 3コース（約 8km）（順次増設予定） 

■問合わせ先／智頭町建設農林課 TEL 0858-75-4113 

http://cms.sanin.jp/p/chizu/kensetsu_nourin/therapy/ 

 

 

４ 山陰海岸ジオパークエリアを結ぶ豊岡～鳥取間直通快速列車の運行決定と愛称募集 

2011 年 4月に、兵庫県の豊岡駅と鳥取駅を乗り換えなしで結ぶ

快速列車が運行（予定）されます。この区間を直通する快速列

車は 10 数年ぶりの復活となります。 

また、この区間は 2010年 10月に世界ジオパークネットワーク

加盟が認定された「山陰海岸ジオパーク」のエリアであり、新

橋となった余部（あまるべ）橋梁など見どころいっぱいです。 

豊岡～鳥取間直通快速列車の運行決定を記念して、ＪＲ西日本

の協力のもと、兵庫県但馬・鳥取県東部地域の交通・観光連携協議会がこの快速列車にふさわしい

http://cms.sanin.jp/p/chizu/kensetsu_nourin/therapy/


愛称の募集をはじめました。募集締切は 2011年 1月 19日です。どしどしご応募ください。 

 

■問合せ先／兵庫県但馬・鳥取県東部地域の交通・観光連携協議会事務局 

（鳥取県交通政策課内 電話 0857-26-7100) 

快速列車愛称募集の詳細： http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=151376 

 

 

５ 鳥取･岡山湯めぐりビンゴラリー 

鳥取・岡山広域観光協議会では、両県の「温泉」を活用した観光客誘致事業「鳥取･岡山湯めぐり

ビンゴラリー」を実施します。鳥取･岡山両県の温泉地を巡り、日帰りもしくは宿泊可能な温泉施

設を利用し、パンフレットにある応募用紙にスタンプを集めて応募すると、宿泊券や地域の特産品

を抽選でプレゼントするビンゴラリー。パンフレットは両県内の観光案内所、両県内外の道の駅 

等で配布されます。寒さ厳しい今年の冬を、ぜひ鳥取県と岡山県の温泉でお過ごしください。 

 

【鳥取･岡山湯めぐりビンゴラリー】 

■応募要件／両県の温泉施設を１ヶ所以上、合計３ヶ所以上利用

すること。また、そのうち１ヶ所は必ず宿泊利用していること。 

■実施時期／2011 年 1月 11 日（火）～4月 30日（土） 

■参加温泉施設数／鳥取県９６施設、岡山県７０施設 

■その他／参加施設にパンフレットを提示すると入浴料金の割

引やワンドリンクサービスなどの特典がありますが、サービスの

内容については、各参加施設により異なりますので、直接お問い

合わせください。 

■問合せ先／鳥取県文化観光局観光政策課  TEL 0857-26-7759 

 

６ 牛骨ラーメンスタンプラリー 

鳥取のＢ級グルメといえば、ご当地最新Ｂ級グルメ第２位（*）の

「鳥取牛骨ラーメン」！このたび、１９店舗のこだわりの味をす

べてを堪能いただき「オリジナル牛箸！」をもらっちゃおう！と

いう「牛骨ラーメンスタンプラリー」が開催されています。2010

年 12 月 4日から開催され、すでに 12月 17日には 19 店舗すべて

の完麺達成者もでました。まずは、「鳥取牛骨ラーメンスタンプ

ラリー手帳」を手にいれよう。 

参加１９店舗のどのお店に行っても、「牛骨ラーメン」を一杯食べれば、手帳がもらえます。 

19 店舗の「Ｇスタンプ」を制覇された方にはもれなく「オリジナル牛箸」をプレゼント！ 

鳥取県民の味「牛骨ラーメン」は、全国でも珍しい牛の骨をじっくり煮込んでだしをとるスープ。 

■期間／2010 年 12月 4日（土）～2011年 1月 31日（月）  

http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=151376


■問合せ先／とっとり梨の花温泉郷広域観光協議会 

鳥取県倉吉市山根 557-1 ショッピングセンターパープルタウン２階 

電話 0858-27-4074 ＦＡＸ 0858-24-5074 

ＷＥＢサイト http://www.nashinohana.com/ 

（*）･･･ http://www.ntv.co.jp/surprise/monday/index.html 

 

 

７ 長谷の牛玉（ごおう）授け・長谷の観音市 

長谷の牛玉（ごおう）授けとは、鳥取県倉吉市にある打吹山の西側中腹にある天台宗の古刹・長谷

寺で毎年行われる行事です。長谷寺が発行する「牛玉」という棒状の御守り（平年は 12 本、閏年

は 13 本）を、商売繁盛・五穀豊穣・家内安全など新しい 1年の福を授かろうと参拝者が競って奪

い合う様は圧巻です。牛玉授けは 2月 20日（日）の午前 0時から開催されますが、その夜が明け

ると「観音市」として親しまれるこの地方に春を知らせる市がたちます。古くは、参拝客目当ての

店が参道に並び、農具や竹製品など、近在の農家は必要な物を求める機会でもあり、昔ながらの風

情が楽しめます。アーケード通りや赤瓦・白壁土蔵群周辺に、地元をはじめ様々なお店が並び、大

いに賑わいます。鳥取県倉吉市の伝統行事をお楽しみください。  

 

【平成 22年初観音会式】  

■日時／平成 23年 2月 19 日(土)～2月 20日(日)  

平成 23年 2 月 19日（土） 20:30～護摩供法要（第一座） 23:30～福牛玉法要  

平成 23年 2 月 20日（日） 0:00～牛玉授け 10:00～護摩供法要（第二座）11:00～福餅まき  

■会場／長谷寺（鳥取県倉吉市仲ノ町 2960 地図）  

■問合せ先／ 長谷寺 0858-22-3272  

■アクセス／車の場合 米子自動車道湯原 IC より国道 313・県道 38経由で約 35分  

路線バスの場合 JR倉吉駅より、路線バス関金線市役所経由大河原行で約 15 分「長谷寺西口」下

車、徒歩約 10 分  

【長谷の観音市】 

■日時／平成 23年 2月 20 日(日)8:00～13:00頃  

■会場／本町通り(鳥取県倉吉市東仲町、西仲町、西町)  

■問合せ先／長谷の観音市実行委員会（(有)たいら内） 0858-22-2391  

■アクセス／車の場合 米子自動車道湯原 IC より国道 313・県道 38経由で約 40分  

路線バスの場合 JR倉吉駅より、路線バス市内経由線で約 15分「赤瓦・白壁土蔵」又は「白壁土

蔵群前」下車、徒歩約 5分  

 

http://www.nashinohana.com/
http://www.ntv.co.jp/surprise/monday/index.html


 

コラム 「鳥取和牛オレイン５５」 

和牛のうまみは霜降りなどの外観、食感、口溶どの良さ、ジューシーさ、風味などが関わっていま

す。これら和牛のうまみを構成する一つの要素としてオリーブオイルの主成分である、牛肉脂肪中

に含まれるオレイン酸が関係することが知られています。 

鳥取県ではこの牛肉脂肪中のオレイン酸に着目した新たな基準による新ブランド「鳥取和牛オレイ

ン５５」を創りました。「鳥取和牛オレイン５５」は全国にその子孫を残した鳥取県の名牛「気高」

号の血統を引き継ぐ鳥取和牛で、牛肉脂肪中のオレイン酸が５５％以上（標準偏差で上位１／６に

当たる）と規定した厳選鳥取和牛です。 

豊かな鳥取の大地で育まれた鳥取和牛の中から、脂肪の質

（オレイン酸）にこだわった「鳥取和牛オレイン５５」。

高品質で希少価値も高い「鳥取和牛オレイン５５」。 

ブランド発表も 2011年 2月 9日・・・イイニクの日にこだ

わりました。是非御賞味ください！  

 

■ブランド名／鳥取和牛オレイン５５ 

■発表会開催予定／2011 年 2月 9 日（ｲｲﾆｸの日） 

■場所／東京都港区インターコンチネンタルホテル 東京ベイ 

■特徴／ 

鳥取県内で飼育された国産和牛 

オレイン酸含有量 55％以上 

気高号の血縁を有する 

鳥取県牛肉販売協議会が認定 

■出荷量／年間約 350頭 

■問合せ先／鳥取県農林水産部畜産課肉用牛係 TEL: 0857-26-7829 
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発行年月日：平成 22 年 12 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/ 
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