
 

 

 

  

 

 

 

３月１１日に発生した東日本大震災により被災された方々に対しまして、心よりお見舞い申し上げます。 

鳥取県では、県内施設等への避難者受け入れや、被災地に支援物資をお届けするために職員災害応

援隊を派遣する等、被災された方々・地域への様々な支援を行っております。 

鳥取県の対応については、以下の WEBページにて随時お知らせしておりますので、ご参考ください。 

■東北地方太平洋沖地震への鳥取県の対応／ 

http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=154943 

■問合わせ先／鳥取県庁防災局 防災チーム 電話  0857-26-7584  ファクシミリ 0857-26-8137 

今後も、県内各機関、全国知事会、関西広域連合等とも連携して、被災地のニーズに対して迅速に対応

すべく各種支援を実施していきたいと考えております。 

 

 

＊ 鳥取県にある古事記由来のパワースポット「赤猪岩神社」の「再生」の願を込めた御札を

東北の被災地（岩手県、福島県、宮城県）に鳥取県から贈呈しました。 

赤猪岩神社は、古事記で大国主命が猪と偽

られて赤く焼けた岩を抱きとめて絶命、その

後蘇生したとされる鳥取県南部町寺内にあ

る神社であることから「再生」の地として知ら

れている神社です。そこで、「再生」の願を込

めた御札を被災地の「再生」を祈願して贈呈

させていただきました。 

 

 

 

 

http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=154943


 

１ 世界初！鳥取砂丘に「砂の美術館」２０１２年に誕生！ 

芸術的な砂像を展示し、鳥取県の代表的な観光スポットとなっている世界唯一の「砂の美術館」。

来年４月、スペースも大幅に拡張しリニューアルオープンします。 

２００６年の第１期展示から、今年１月まで開催されていた第４期展示の間に１００万人を超え

る来場者を記録している「砂の美術館」。来年４月

からの第５期展示では、これまでの仮設のテントで

はなく砂像の常設展示棟となります。展示テーマは

ロンドン五輪を踏まえて「砂で世界旅行・イギリス」。

英国の世界遺産や歴史、子どもも楽しめる童話など

の砂像を予定しています（期間：２０１２年４月１

４日～２０１３年１月６日）。 

現在は、来年４月に鳥取砂丘にオープンする「砂の美術館」ＰＲのため制作されていた砂像４作

品が、鳥取砂丘市営駐車場などに設置されています。 

世界唯一の「砂の美術館」に乞うご期待！ 

■テーマ／「砂で世界旅行・イギリス」 

■会期／２０１２年４月１４日～２０１３年１月６日  

■場所／鳥取市福部町湯山 2083-17（鳥取砂丘情報館サンドパルとっとり隣接地）  

■問合せ先／鳥取砂丘情報館サンドパルとっとり TEL：0857-20-2231  

砂の美術館 http://sakyu.city.tottori.tottori.jp/museum/ 

 

 

２ 今年も開催します！「とっとりバーガーフェスタ」vol.３ 

昨年、全国から６万５千人を集めた「とっとりバーガ

ーフェスタ」が、今年も帰ってきます！ 

全国最大のご当地バーガーの祭典として開催されるこ

のフェスタ。今年は、「がんバーガー日本 全国ご当

地バーガーグランプリ」のテーマのもと、鳥取県の伯

耆町（桝水高原）、大山町（博労座）、江府町（奥大

山）の３会場を舞台に「とっとりバーガーフェスタ vol.

３」として開催されることが決まりました。すでに募集が開始され、北は北海道から、南は九州・

鹿児島、長崎まで全国各地から参戦表明。その数は 50 をこえ、県外 30 店舗、県内 10 店舗の計

40 店舗という狭き門を書類審査＆予選会で勝ち抜いた猛者たちが、秋の大山を舞台に「日本一の

ご当地バーガー」の称号めざし熱きバトルを繰り広げます。また当日は今年の東日本大震災の復

興枠として、茨城・福島・宮城の３県より各 1 店舗を招待。ここ大山の会場からエールを送ると



ともに、バーガーを通じた交流の輪、支援の輪を広げていければと様々な企画を検討中。また、

地元の特産品販売や観光 PR、オリジナルバーガー作り体験に、全国から集まったパフォーマーに

よる生ライブなどなど多彩なイベントも用意されています。 

ご当地バーガーの聖地・鳥取の名を全国へ。 

日本一人口の少ない県から発信する日本一巨大なご当地バーガーのイベント。 

ぜひ今年の秋旅は鳥取県へ。みなさまお越しください。 

■開催日／２０１１年１０月８日～９日 

■会場／大山桝水高原（伯耆町）、奥大山スキー場（江府町）、 

大山寺博労座（大山町）の 3 会場 

■問合せ先／とっとりバーガーフェスタ実行委員会 

〒689-4105 鳥取県西伯郡伯耆町久古 1484-1 

TEL 0859-68-3091（大山王国事務局内） FAX 0859-68-3911 担当／柄木（からき） 

 

 

３ 第３１回 全国豊かな海づくり大会の開催 

本年１０月「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、鳥取県で開催され

ます。この機会に鳥取県の豊かな自然や、水産物の恵を実感す

るとともに、鳥取県の海の幸をたっぷり堪能いただけます。ご

当地グルメ、体験コーナー、ステージイベントなど盛りだくさ

んのイベント内容となっています。大会期間中「さかなクン」

も登場するイベントなども予定されています。 

是非、本大会にあわせて鳥取県にお越しください！ 

【第３１回 全国豊かな海づくり大会鳥取大会】 

■開催時期／２０１１年１０月２９日(土)、３０日(日) 

■開催場所／鳥取市 

■行事会場／ 「式典行事」とりぎん文化会館(１０月３０日) 

   「海上歓迎・放流行事」鳥取港西浜地区(１０月３０日) 

   「ふれあい交流行事」(１０月２９日、３０日) 

   コカ・コーラウエストスポーツパーク及び鳥取港西浜地区(１０月３０日午後) 

■主催／豊かな海づくり大会推進委員会、第 31 回全国豊かな海づくり大会鳥取県実行委員会 

■後援／農林水産省、環境省(予定) 

■問合せ先／鳥取県農林水産部 全国豊かな海づくり大会推進課 鳥取市東町 1 丁目 271 番地  

鳥取県庁第２庁舎４階  電話  0857-26-7679  ファクシミリ 0857-26-8102   

E-mail： umizukuri@pref.tottori.jp 



 

 

４ 第６回 ゆるキャラⓇカップ in 鳥取砂丘  

「ゆるキャラⓇカップ」とは、ゆるキャラⓇ王国 鳥

取県で繰り広げられる“ゆるキャラⓇ”達の熱い戦

い！鳥取県を代表する観光地「鳥取砂丘」を舞台に、

トリピーなどで知られる“ゆるキャラⓇ”５０体以

上が全国から集まり、障害物競走、相撲などの競技

に挑戦します。昨年の第５回大会では、鳥取砂丘オ

アシス広場に５４体が集合し、「全国豊かな海づく

り大会鳥取大会」のキャラクター「ととリン」が総合優勝しました。会場の出展ＰＲブースでは、

キャラクターグッズ、地元の食などの物販を行うほか、体験イベントなども実施され、家族そろ

って楽しめるイベントとなっています。また、大会前日の１５日にはプレイベントとして、鳥取

砂丘でゆるキャラ達との記念撮影大会やお楽しみイベントを行うほか、鳥取駅前にてパレードを

行うなど、ゆるキャラⓇ達との楽しくふれあう催しを予定しています。  

今年もゆるキャラⓇたちの熱い戦いが繰り広げられます。  

【第６回 ゆるキャラⓇカップ in 鳥取砂丘】 

■開催日／平成２３年１０月１５日～１６日  

プレイベント         １０月１５日（土）  

決戦日                １０月１６日（日）  

■会場／鳥取砂丘オアシス広場 ほか  

■入場料／無料  

■問合わせ先／ 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） 担当：荒木、山下  

〒680-0831 鳥取市栄町 606 まるもビル 5F TEL 0857-39-2111 FAX 0857-39-2100  

E-mail kanren14@tottori-guide.jp  

鳥取県観光案内「とっとり旅の生情報」 http://www.tottori-guide.jp/ 

 

 

５ 三朝温泉 Ｎｅｗ 縁結びスポット 

三朝温泉に新しい恋のパワースポットが登場しました！ 

上原多香子さん主演の映画「恋谷橋」が 6 月 4 日(土)より鳥取県にて先行上映されていますが、

この映画の名前にもなっている「恋谷橋」は、映画の舞台となった三朝温泉内に実際にある橋の

名前です。その恋谷橋の中央にある“かじか蛙”を優しくなでると恋が実ると言われ“縁結びの

かじか蛙”と呼ばれており、地元や観光客の方々も立ち寄るスポットになっています。 

http://www.tottori-guide.jp/


この「恋谷橋」の“かじか蛙”を挟むように、新しく

“かじか蛙”のモニュメントが誕生しました。この“か

じか蛙”のモニュメントには、絵馬が掛けられるよう

になっており、願いを叶えるパワースポットとして注

目されています。この絵馬は「出雲大社倉吉分院」に

て御祈祷済で、三朝温泉にある旅館・商店・観光案内

所などで取り扱っています。 

三朝温泉へお越しの際には恋谷橋の絵馬掛け蛙にご縁を結んで帰りませんか。 

■問合せ先／三朝温泉観光協会  鳥取県東伯郡三朝町三朝 TEL 0858-43-0431  

http://www.misasa-navi.jp/293/8582.html 

 

 

６ 第６回境港妖怪検定 

NHK 連続テレビ小説「ゲゲゲの女房」ブームもあり、昨年３７０万人以上を記録した水木しげる

ロード。今年も絶好調な水木しげるロードの主人公である妖怪たちは、忙しい毎日を過ごしてい

ますが、そんな妖怪たちのことをもっともっと知って「境港 妖怪検定」を受験してみませんか？

妖怪の権威・水木しげる先生の妖怪考察を通じて妖怪に対する知識を高め、「境港妖怪博士」と

して妖怪の持つ楽しさや妖怪が教えてくれる日本の良さを再認識することでしょう。今年は、新

たに上級試験も加わり妖怪度アップ。今注目の「妖怪検定」を是非受検してみてください！  

【第 6 回境港妖怪検定】 

■試験日時／2011 年 10 月 23 日（日） 

■受験会場／《境港会場》境港商工会議所  鳥取県境港市…初級・中級・上級 

《調布会場》 電気通信大学 東京都調布市…初級・中級 

■受験種目／初級・中級（境港会場・東京会場の２会場で実施） 

※中級から受験することも可能。また、初級・中級両方の受験も可能。 

上級（境港会場のみ） 

※すでに「中級」に合格している方のみ受験できます。 

■受験料／初級/2,000 円（税込）、中級/3,000 円（税込）、上級/4,000 円（税込） 

■申込期間／2011 年 9 月 1 日（木）～2011 年 9 月 30 日（金） 

※（郵送分は 9 月 30 日（木）消印有効） 

■問合せ先／試験詳細については、 

境港商工会議所 境港妖怪検定係 TEL（0859）44-1111 http://www.youkai-kentei.com/ 

 

 

http://www.youkai-kentei.com/


７ 巨大な紙相撲大会！！ 

昔ながらの遊びである、「紙ずもう」大会が鳥取県琴浦町で開催されます。各チームで作製した

高さは約１２０ｃｍ、幅は約４５ｃｍにもなる巨大力士を使っての紙ずもう大会。力士は「どす

こい紙ずもう琴浦場所事務局」が配るダンボールを使

って、チームで力をあわせて作ります。また、優勝、

準優勝、３位のほかにも、デザイン賞、しこな賞もあ

り、笑顔いっぱいのイベントです。友達同士や家族で

力をあわせて優勝をめざそう！！また、当日は「白鳳

祭」も開催されますので、この機会に魅力いっぱいの

琴浦町の夏を楽しんでみてはいかがでしょうか。 

また、琴浦町には鳥取県の東西を結ぶ幹線道路国道 9 号線が走っており、実はその沿道には魅力

的な飲食店がたくさんあります。ここを琴浦グルメストリートと呼び、昨年から数々のグルメ企

画が発信されています。８月中旬には琴浦産の「うに」を活用した海鮮バトルが開催されます。

こちらも是非、お楽しみに！ 

【「紙ずもう」大会】 

■日時／平成２３年８月７日（日）午後２時～午後５時 

■会場／鳥取県東伯郡琴浦町内 総合体育館（東伯総合公園内） 

■申込期間／平成２３年 ６月１５日（水）から平成２２年７月２２日（金） 

■問い合せ先／どすこい紙ずもう琴浦場所事務局（琴浦町教育委員会） 

       ＴＥＬ：０８５８－５２－１１６１（琴浦町観光協会） 

■ＷＥＢサイト／ http://www.town.kotoura.tottori.jp  

【琴浦グルメストリートでの海鮮バトル（予定）】 

■内容／琴浦産の「うに」を活用した海鮮バトル 

■日時／８月中旬 

■会場／琴浦グルメストリート（国道 9 号線沿い）界隈 

■問合せ先／NPO 法人 琴浦グルメストリートプロジェクト TEL 0858-52-3816 

 

 

８ 鳥取紅葉の見所 

自然豊かな鳥取県。その自然を満喫するためにも見逃せないのが「紅葉シーズン」。ということ

で、鳥取県の代表的な紅葉スポットをいち早く紹介します！ 

○ 雨滝（あめだき）   

【例年の見ごろ：10 月下旬～11 月中旬】高さ 40m の瀑布と岩肌の調和が美しい｢雨滝｣は、日本の

滝百選にも選ばれています。   

○ 三滝渓（みたきけい）   



【例年の見ごろ：10 月下旬～11 月中旬】数々の奇岩、40 余りの大小さまざまな滝が続く三滝渓。

三滝渓最大の見どころ・高さ 80 メートルを誇る千丈滝、つり橋からの景観は、自然の中に包み込

まれたようです。   

○ 芦津渓谷（あしづけいこく）   

【例年の見ごろ：10 月下旬～11 月中旬】原生林をぬって美し

い渓谷が約４km に渡って続き、キャンプやハイキング、ヤマ

メ釣りを楽しめます。新緑やもみじの景観は日本屈指です。   

○ 氷ノ山（ひょうのせん）   

【例年の見ごろ：10 月中旬～11 月中旬】中国地方第二の高峰

で、「自然ふれあいの里」など四季を通じて自然を満喫でき

ます。   

○ 三徳山（みとくさん）   

【例年の見ごろ：10 月下旬～11 月中旬】様々な伝説と歴史を今に残す霊山です。   

○ 小鹿渓（おしかけい）   

【例年の見ごろ：10 月下旬～11 月中旬】深い緑色の水流に美しい景観が映え心の安らぎを覚える。   

○ 東大山（ひがしだいせん）大橋   

【例年の見ごろ：10 月～11 月中旬】全長 170m、高さ 45m の大きな橋で、素晴らしい景観が一望

できます。   

○ 一向平（いっこんがなる）～大山滝（だいせんだき）   

【例年の見ごろ：10 月下旬～11 月上旬】加勢蛇川上流の地獄谷にあり、平成 2 年に「日本の滝

100 選」に選ばれた県下最大の名滝。   

○ 大山（だいせん）   

【例年の見ごろ：10 月下旬～11 月上旬】大山隠岐国立公園にある、中国地方最高峰である「大山」

は、その雄大な景観とともに歴史・文化資産的にみても貴重で、鳥取県西部・中部観光エリアの

名実ともに中心となる存在です。   

○ 船上山（せんじょうざん）   

【例年の見ごろ：10 月下旬～11 月中旬】ドライブルートやハイキングコース等で人気を集めてい

ます。   

○ 石霞渓（せっかけい）   

【例年の見ごろ：10 月下旬～11 月上旬】奇岩、怪岩の名所として古くから知られ、特に春のつつ

じ、秋のもみじの景観のすばらしい渓流です。   

■ 問合せ先／鳥取県文化観光局観光政策課 鳥取市東町 1-220   

TEL.0857-26-7237  FAX.0857-26-8308  http://yokoso.pref.tottori.jp/ 

 

 

大山の紅葉 



コラム 「岩ガキと白イカの海力めし」登場！ 

鳥取県特産の旬の岩ガキと白イカを使った新たな料理「岩ガキと白イカの海力めし」が登場しま

した。このご当地グルメは賀露みなと観光協会（山田哲彦会長）と鳥取市市観光協会が「四季の

海力めし」としてシリーズ化している「子持ち

ガニの海力めし」「猛者えびの海力めし」に続

く第３弾です。  

「岩ガキと白イカの海力めし」は、酢飯の上に

塩コショー焼きと秘伝のしょうゆでタレ焼きし

た岩ガキをぜいたくに盛り付け、白イカの刺し

身と沖漬け、夏野菜を彩りよく盛った海鮮丼仕

立てとなっています。みそ汁と香の物の３品セ

ット（１７８５円）のほか、生の岩ガキ、デザートを加えた５品セット（２７３０円）が用意さ

れています。   

６月１０日から８月１０日の期間限定！是非、旬の味を鳥取県でお召し上がり下さい！  

なお、第４弾は「とろはたと大あじの海力めし」を９月から１０月までの期間限定で予定してい

ます。  

■問合せ先／ 

味覚のお宿「山田屋」 TEL:0857-28-1004 

料理「若林」 TEL:0857-31-1178  
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発行年月日：平成 23 年 6 月 22 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/ 

mailto:kankou@pref.tottori.jp
http://yokoso.pref.tottori.jp/

