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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／鳥取県庁危機管理局 危機管理政策課  

TEL 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。 

    

    

１１１１    年末年始のおすすめイベント年末年始のおすすめイベント年末年始のおすすめイベント年末年始のおすすめイベント    

今年も残すところあと２ヶ月となりましたが、

この年末年始も楽しいイベントが県内各地で予

定されています。寒い寒い冬ですが、楽しくあ

たたかい気持ちで今年を締めくくり、清々しい

気持ちで新しい年を迎えましょう！ （※イベン

トの詳細は問合せ先まで） 

   

■カウントダウンイベントＩＮ大山 

 冬のたいまつ行列が開催されます。 

・日時／平成２３年１２月３１日（土）午後１０時 

～平成２４年１月１日（日）午前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（大神山神社奥宮からスタート）、カウントダウンなど 

       ※たいまつ行列のたいまつを、とやま旅館にて１２月３１日午後１０時から販売 

    ・問合せ先／とやま旅館 TEL：0859-52-2431 

    ・ホームページ／大山町役場 http://www.daisen.gr.jp/ 

   ■河原城で初日の出を見よう！ 

・日時／平成２４年１月１日（日）午前６時３０分～正午 

（冬の河原城） 
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    ・場所／お城山展望台河原城（鳥取市河原町谷一木１０１１） 

    ・催し／ぜんざい無料サービス（先着１００名様） 

    ・問合せ先／お城山展望台河原城 TEL：0858-85-0046 

    ・ホームページ／お城山展望台河原城 http://www.kawahara-shiro.com/ 

■燕趙園のお正月 

 ・期間／平成２４年１月１日（日）～平成２４年１月３日（火） 

 ・場所／中国庭園 燕趙園（東伯郡湯梨浜町引地５６５－１） 

 ・催し／１日（日）天天・飛飛と餅つきをしよう！、２日（月）燕龍隊による龍踊り、 

３日（火）中国獅子舞の公演、その他書初め、中国のおもちゃで遊ぼう、水餃

子のふるまい（先着１００名）、福袋の販売があります。 

 ・問合せ先／中国庭園 燕趙園 TEL：0858-32-2180  FAX：0858-32-2185 

 ・ホームページ／中国庭園 燕趙園 http://www.encho-en.com/ 

■道の駅 神話の里白うさぎ 

 ・期間／平成２３年１２月３１日（土）～平成２４年１月１日（日） 

・場所／道の駅 神話の里白うさぎ（鳥取市白兎６１３） 

・催し／甘酒のふるまい（先着８９０（ハクト）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 

 ・ホームページ／http://www.sirousagi.com/ 

■新春花回廊 

 ・期間／平成２４年１月１日（日）～平成２４年１月３日（火） 

 ・場所／とっとり花回廊（西伯郡南部町鶴田１１０） 

  ・内容／紅白のユリ約２００鉢の展示、アイスチューリップ１，０００球の展示、福引

クイズラリー、正月遊びコーナー 

 ・問合せ先／とっとり花回廊 TEL：0859-48-3030 

    ・ホームページ／http://www.tottorihanakairou.or.jp/ 

    

    

２２２２    世界が世界が世界が世界が認める認める認める認める    漫画家漫画家漫画家漫画家谷口ジロー谷口ジロー谷口ジロー谷口ジロー先生先生先生先生の世界の世界の世界の世界再び！再び！再び！再び！    

        １１月２０日まで鳥取市で開催されていた鳥取市出身

の漫画家、谷口ジローさんの原画展が、倉吉博物館に再

び登場！代表作の一つ『遥かな町へ』の舞台は昭和３０

年代の倉吉。谷口ジローさん曰く、「私の漫画は風景も登

場人物である。倉吉という街が私に描かせてくれた」（原

画展チラシより）。原画展の会場となっている倉吉博物館
（倉吉の街並み 白壁土蔵群） 
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を一歩出ると漫画に登場する赤瓦・白壁土蔵群の風景が広がります。もっと漫画の世界に浸っ

てみたいというかたには、「遥かな町へ倉吉探訪ツアー」がおすすめです。『遥かな町へ』を片

手に情緒あふれる街並みを散策しながら漫画の舞台をめぐってみてはいかがでしょう。 

  また、倉吉市の隣、北栄町の「青山剛昌ふるさと館」では、お正月に来館された皆様へのお

楽しみ企画がいっぱいです。原画展とあわせてこちらにも是非お越しください！ 

来年１１月の国際マンガサミット開催に向け、漫画に関するイベントが県内各地域で予定さ

れていますので、順次ご案内していきます。お楽しみに！  

 

■「谷口ジロー遥かな町へ 原画展」（画業４０周年／フランス芸術文化勲章受勲記念） 

  ・期間／平成２３年１２月１７日（土）～平成２４年１月１５日（日） 

      午前９時～午後５時（入館は午後４時３０分まで） 

     ※休館日：１２／１９、１２／２６、１２／２９～１／３、１／１０ 

  ・場所／倉吉博物館（倉吉市仲ノ町３４４５－８） 

  ・料金／入館無料 

  ・関連情報／「遥かな町へ倉吉探訪ツアー」 

       『遥かな町へ』コミック１冊、探訪マップ等探訪アイテムを購入し、赤瓦・

白壁土蔵群を街歩きするメニュー（１セット１，９００円）。 

  ・問合せ先／倉吉市役所観光交流課 TEL：0858-22-8158 

・ホームページ／http://www.apionet.or.jp/kankou/html/wahtnew/wahtnew_165.html 

■「青山剛昌ふるさと館」年始イベント 

 ・平成２４年１月１日（日）～１月３日（火）※詳しくはホームページをご覧ください。 

  ・「青山剛昌ふるさと館」ホームページ／http://www.gamf.jp/166.html 

 

 

３３３３    韓国ドラマ「韓国ドラマ「韓国ドラマ「韓国ドラマ「ＡＴＨＥＮＡ－ＡＴＨＥＮＡ－ＡＴＨＥＮＡ－ＡＴＨＥＮＡ－アテナアテナアテナアテナ－－－－」のスリルと感動を辿る旅へ！」のスリルと感動を辿る旅へ！」のスリルと感動を辿る旅へ！」のスリルと感動を辿る旅へ！    

漫画だけでなく海外ドラマの舞台にもなっている鳥取。昨年鳥取でロケが行われた韓国ドラ

マ「ＡＴＨＥＮＡ－アテナ－」は今春日本で初放送されましたが、このたびテレビ東京での放

送がスタートします！大規模な海外ロケが話題となったこのドラマ、鳥取県内各地域でロケが

行われ、緊迫したストーリーやロマンチックなシーンに鳥取の風景が数多く登場します。 

鳥取県東部では浦富海岸、鳥取砂丘、白兎海岸、中部でははわい温泉、赤瓦・白壁土蔵郡、

三朝温泉、花見潟墓地、西部ではとっとり花回廊、水木しげるロードなど、鳥取県内の主な観

光スポットが登場。ドラマを見ていただくだけでも鳥取を旅した気分になりそうですが、実際

に訪れていただくと、ドラマでの印象とは違った、それぞれの観光地の普段の顔もとても魅力

的で新鮮に感じていただけるはずです。韓国ドラマファンのかたはもちろん、鳥取県に初めて
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お越しになるかたにも、ロケ地マップ片手にドラマの舞台を巡る旅、おすすめです。なお、テ

レビ東京は見られない、という皆様は、１２月に発売されるＤＶＤでお楽しみいただけます。 

  漫画の世界もドラマの世界も、鳥取の旅でゆっくりと満喫してください！ 

 

■放送開始／平成２３年１１月３０日（水）テレビ東京 

■放送時間／毎週水曜日・木曜日 昼１２時３０分～ 

■鳥取県ロケ地巡りガイド／日本語版、韓国語版、Ａ４版×1/3、カラー24 頁） 

        ※鳥取県国際観光推進課ホームページ

http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=153627 

   ■ＤＶＤ発売／ＳＥＴ１ 平成２３年１２月１６日（金）発売 

          ＳＥＴ２ 平成２４年２月３日（金）発売 

■問合せ先／鳥取県観光政策課（0857-26-7237）、鳥取県国際観光推進課（0857-26-7221） 

■ホームページ／鳥取県国際観光推進課 

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

 

 

４４４４    食のみやこ鳥取で「全国Ｂ食のみやこ鳥取で「全国Ｂ食のみやこ鳥取で「全国Ｂ食のみやこ鳥取で「全国Ｂ－－－－１グランプリ」開催！１グランプリ」開催！１グランプリ」開催！１グランプリ」開催！    

鳥取の食といえば、松葉がに等の新鮮な海の

幸をはじめ、二十世紀梨に代表されるおいしい

フルーツなどが知られていますが、最近では「牛

骨ラーメン」などご当地グルメもクローズアッ

プされてきており、まさに鳥取は様々な食文化

が根付く「食のみやこ」。Ｂ級グルメの祭典「近

畿・中国・四国Ｂ－１グランプリ」の鳥取での開催決定について以前お知らせしましたが、

このほど、日程と会場が決定しました。安くておいしい地元で愛される「Ｂ級ご当地グルメ」

を通じてまちおこし活動の日本一を競うイベント「Ｂ－１グランプリ」。鳥取にも「ホルモ

ンやきそば」や「カレー」など県内各地域の特色あふれるＢ級グルメが存在しますが、鳥取

からは豆腐をメインに使った「とうふちくわ」（鳥取とうふちくわ総研※）が参戦し、全国

のＢ級グルメと熱くおいしい（？）バトルを繰り広げます。また、鳥取のご当地グルメのイ

ベント「とっとりご当地グルメフェスタ（仮称）」も同時開催され、鳥取でしか味わえない

ご当地グルメもたっぷりお楽しみいただけます！全国のＢ級グルメとおいしい鳥取のご当地

グルメに乞うご期待！  

 

■名 称／「２０１２ 近畿・中国・四国Ｂ－１グランプリ in TOTTORI」 
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「とっとりご当地グルメフェスタ（仮称）」 

■開催日／平成２４年６月９日（土）、１０日（日） 

■場 所／久松公園周辺（鳥取市東町） 

     久松公園、鳥取西高等学校グラウンド、久松小学校グラウンド 

■内 容／近畿・中国・四国Ｂ－１グランプリ参加予定団体 １９団体（内、殿堂５団体） 

     とっとりご当地グルメフェスタ参加予定団体 ２０団体程度を想定 

■問合せ先／鳥取県商工労働部市場開拓局食のみやこ推進課 TEL：0857-26-7853 

鳥取市経済観光部経済戦略課 TEL 0857-20-3249 

※「鳥取とうふちくわ総研」TEL0857-25-5507：県内唯一の愛Ｂリーグ加盟団体 

            ■関連情報／「琴浦東伯和牛ＣＯＷニバル」開催中！ 

     琴浦町内の国道９号沿線の「琴浦グルメストリート」で、鳥取和牛の新ブランド「鳥

取和牛オレイン５５（ゴーゴー）」を食べてクイズに答えていただいた皆様へ抽選で特

産品や琴浦グルメストリート加盟店の共通商品券（合計２５名様）が当たります！ 

     ・応募締切：平成２３年１２月２５日（日） 

     ・問合せ先：琴浦グルメストリートプロジェクト（東伯郡琴浦町八橋 294） 

           TEL：0858-52-3816、ホームページ：http://www.kotoura.jp 

    

    

５５５５    「水と緑のオアシスとっとり２０１３」～全国都市緑化とっとりフェアの愛称決定「水と緑のオアシスとっとり２０１３」～全国都市緑化とっとりフェアの愛称決定「水と緑のオアシスとっとり２０１３」～全国都市緑化とっとりフェアの愛称決定「水と緑のオアシスとっとり２０１３」～全国都市緑化とっとりフェアの愛称決定    

  緑豊かな潤いのある街づくりを目的として毎年開催されてい

る花と緑の祭典「全国都市緑化とっとりフェア」の開催決定に

ついて以前お知らせしましたが、愛称と会期が決定しました。

会期は平成２５年９月１１日から１１月１０日までの５１日間、

愛称は「水と緑のオアシスとっとり２０１３」で、自然豊かな

鳥取を発信するのにふさわしい愛称になりました。 

  メイン会場は湖山池（鳥取市湖山町）ですが、世界ジオパー

クエリア内での開催は全国初！また、サテライト会場となっている東郷湖羽合臨海公園は「海

と池と緑」の都市公園、とっとり花回廊は、一年中世界の花が楽しめる日本最大級のフラワー

パークで、水と緑あふれる鳥取を体感していただくのにふさわしい場所となっています。更に

同じ平成２５年春には県西部での全国植樹祭の開催が決定しており、再来年は緑豊かな地域づ

くりを鳥取から全国に発信する一年になりそうです！ 

 

   ■開催時期／平成２５年９月２１日～平成２５年１１月１０日（５１日間） 

   ■主催／鳥取県、鳥取市及び都市緑化基金 

   ■会場／メイン会場：湖山池公園（鳥取市湖山町） 

（湖山池） 
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       サテライト会場：東郷湖羽合臨海公園（鳥取県湯梨浜町藤津）、とっとり花回廊

（鳥取県南部町鶴田） 

   ■問合せ先／緑のまちづくりオフィス（鳥取市吉方温泉 3 丁目 701（鳥取市文化センター2

階）） 電話 0857-25-3500・3501 

    

    

６６６６    １９歳の１９歳の１９歳の１９歳の冬は鳥取のゲレンデでお得に遊ぼう冬は鳥取のゲレンデでお得に遊ぼう冬は鳥取のゲレンデでお得に遊ぼう冬は鳥取のゲレンデでお得に遊ぼう！！！！    ～「雪マジ！～「雪マジ！～「雪マジ！～「雪マジ！１９」１９」１９」１９」プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト～～～～    

この冬全国８０以上のゲレンデが１９歳の皆さんを

応援するプロジェクト「雪マジ！１９～ＳＮＯＷ ＭＡ

ＧＩＣ～」。１９歳のかた限定でリフト券が無料で提

供されます。鳥取県内では、奥大山スキー場、大山ホ

ワイトリゾート、大山桝水高原スキー場、花見山スキ

ー場、わかさ氷ノ山スキー場が対象となっています。

鳥取でスキー初挑戦のかたも毎年楽しみにしているか

たも、１９歳の冬を鳥取でお得に満喫してください！ 

 

■期 間／２０１１年～２０１２年冬季シーズン 

■対象者／平成４年（１９９２年）４月２日生まれ～平成５年（１９９３年）４月１日生

まれまでのかたなら誰でもＯＫ！ 

■内 容／全国８０以上のゲレンデで上記条件を満たす１９歳のかたを対象に、リフト券

が無料になるキャンペーン。鳥取県内では下記４箇所で実施。（※利用条件等に関する

詳細は各スキー場に要確認。） 

 ・奥大山スキー場（西伯郡江府町大字御机）：全日無料（シーズン中全営業日無料） 

問合せ：江府町観光協会 TEL：0859-75-6007 

ホームページ http://www.town-kofu.jp/ 

・大山ホワイトリゾート（西伯郡大山町大山）：平日無料（※12/23～1/3 の年末年始、

1/7～1/9 の３連休、シーズン中の土・日を除く） 

問合せ：大山町観光協会 TEL：0859-52-2502 

ホームページ http://www.daisen-resort.jp/ 

・大山桝水高原スキー場（西伯郡伯耆町桝水原）：全日無料（シーズン中全営業日無料） 

  問合せ：伯耆町観光協会 TEL：0859-62-0711 

・花見山スキー場（日野郡日南町神戸上）：全日無料（シーズン中全営業日無料） 

  問合せ：花見山観光株式会社 TEL：0859-83-0456 

  ホームページ  http://www.hanamiyama.co.jp/ 

・わかさ氷ノ山スキー場（八頭郡若桜町つく米）：全日無料（シーズン中全営業日無料） 

（大山スキー場） 
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問合せ：若桜町観光協会 TEL：0858-82-2237 

ホームページ http://kanko.town.wakasa.tottori.jp/ 

   ■事前登録／利用には「雪マジ！１９」サイトでの事前会員登録が必要（登録無料、携帯・

スマートフォンのみ） 

         ※じゃらん「雪マジ！１９」サイト http://www.jalan.net/yukimaji19/ 

   ■問合せ／各スキー場又はじゃらん「雪マジ！１９」サイト 

 

 

７７７７    寒い寒い寒い寒い冬は冬は冬は冬は名湯名湯名湯名湯めぐりでめぐりでめぐりでめぐりで温まろう温まろう温まろう温まろう    ～鳥取～鳥取～鳥取～鳥取岡山湯めぐりビンゴラリー～岡山湯めぐりビンゴラリー～岡山湯めぐりビンゴラリー～岡山湯めぐりビンゴラリー～    

   雪が降って寒い寒い鳥取の冬の強～い味方といえば、温

泉です。県内には東部から西部まで温泉地がたくさんあり

ますが、鳥取県の南、岡山県に多くの温泉地があります。

そこで！せっかく南北でお隣どうしの県ということで、鳥

取と岡山両方の名湯を満喫していただいたかたに、抽選で

合計６０名のかたに両県から素敵なプレゼントを差し上

げよう！という企画を今年もご用意いたしました。 

鳥取、岡山両県の温泉地にご協力いただき、両県で１６

６施設を対象として実施します。鳥取、岡山にお越しの際

は是非、両県の温泉をご利用いただき、両県の特産品など

を手に入れてくださいね！ 

 

■内容／鳥取県、岡山県両県内の指定の温泉施設をご利用いただき、ビンゴを完成させて

ご応募いただいた皆様の中から抽選で、ペア宿泊券や両県特産品を合計６０名様

にプレゼントいたします。 

■期間／平成２４年５月３１日（木）まで（※応募締切 平成２４年６月７日（木）まで） 

■対象施設／鳥取、岡山両県の各温泉地の旅館・ホテル、立ち寄り湯など１６６施設 

■応募用件／鳥取県、岡山県両県内の指定の温泉施設を合計２箇所又は３箇所利用し（鳥

取県の施設のみ又は岡山県の施設のみ利用の場合は対象外）、施設のスタンプを押

印してもらい、ビンゴを完成させる。ただし、利用した施設のうち１箇所は宿泊

していること。 

■応募方法／指定の応募用紙に必要事項を記載し、下記まで郵送すること 

         〒680-8570 鳥取市東町一丁目２２０番地  

鳥取県観光政策課内「鳥取・岡山湯めぐりビンゴラリー」係 

■ビンゴシート・応募用紙／ 



 - 8 - 

パンフレット（中国、四国、京阪神の道の駅、観光案内所等に設置）又は岡山県観光連 

盟ホームページ  http://www.okayama-kanko.jp/yumeguri/ 

■問合せ先／鳥取県文化観光局観光政策課 TEL：0857-26-7237 

      岡山県産業労働部観光課 TEL：086-226-7382 

 

 

コラムコラムコラムコラム    食のみやこ鳥取から、食のみやこ鳥取から、食のみやこ鳥取から、食のみやこ鳥取から、古事記に因んだ新メニュー登場古事記に因んだ新メニュー登場古事記に因んだ新メニュー登場古事記に因んだ新メニュー登場    

 来年は、古事記が編纂されてから１３００年を迎え

る年。古事記の舞台となっている鳥取、島根山陰両県

では古事記に関連した様々なイベントを実施中ですが、

このたび、三朝町で古事記に因んだグルメが登場しま

した！三朝温泉旅館協同組合が町内の旅館に呼びかけ

て企画・開発されたメニューは、奈良時代の文献に登

場する因幡国司饗応の料理や小野小町、長屋王の食事

を参考に、古代米やアワビなどを使って味付けや調理法を現代風にアレンジしたもの。赤米を使

ったにぎりずしやトチ餅と大根のあんかけなど、地元三朝の味もしっかり味わうことのできる鳥

取ならではのメニューになっています。飛鳥の時代に食べられていたものを、１３００年の時を

経た今、わたしたちが食べている・・・。歴史のロマンを感じますね。三朝町内の旅館で来年春

頃からメニューに登場予定です。是非ご賞味ください！（メニューを提供する旅館や時期など詳

細については、下記問合せ先へお尋ねください） 

※問合せ先／三朝温泉旅館協同組合 TEL：0858-43-0431 

  

 

 

 

   
編集・発行：鳥取県文化観光局観光政策課 TEL0857-26-7237 FAX 0857-26-8308 E-mail kankou@pref.tottori.jp 

発行年月日：平成 23 年 11 月 24 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/ 

（11/8 の発表会で披露された料理） 


