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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    話題のパワースポット話題のパワースポット話題のパワースポット話題のパワースポットを巡るを巡るを巡るを巡る便利な「開運タクシー」が登場！便利な「開運タクシー」が登場！便利な「開運タクシー」が登場！便利な「開運タクシー」が登場！    

  昨年度から実施中の、鳥取県内の縁起の良い神社をめぐって開運手

ぬぐいを作っていただく企画「因幡伯耆国 開運八社めぐり」（鳥取県

観光連盟）。実は８社のうち４社は鳥取県西部の日野郡内にあるのを

ご存知でしたでしょうか？この４社をＪＲ生山（しょうやま）駅から

タクシーで巡っていただける、その名も「開運タクシー」が登場しま

した！タクシードライバーの観光ガイドをお楽しみいただきながら、 

開運祈願ができる、便利なタクシーです！是非ご利用ください。 

   ■実施期間／予約により年内随時（※要事前予約） 

   ■コース・料金／中型タクシー（最大５名乗車可能） 

     ・２時間３社巡りコースで、10,400 円（税込み） 

        JR 生山駅→東樂樂福神社(宮内)→福榮神社(神福)→福成神社（神戸上) 

     ・３時間４社巡りコースで、15,600 円（税込み）  

        JR 生山駅→東樂樂福神社(宮内)→福榮神社(神福)→福成神社（神戸上）→金持神社(日

野町)（JR 根雨駅下車可） 

     ※追加料金でその他の目的地設定が可能 

   ■予約・問合せ／日南交通有限会社 ℡：0859-82-0801 

   ■開運八社巡り：http://www.tottori-guide.jp/806/9453.html 

    ※「龍」の彫刻があるということで、今年の干支「辰」に因んだ神社「神崎神社」（琴浦

町）では、多くの人が訪れる、話題のスポットとなっています。お時間があればこちら

にも是非お立ち寄りください。 

 

（金持神社） 
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２２２２    鉄道ファンに人気の若桜鉄道で観光列車が運行されます鉄道ファンに人気の若桜鉄道で観光列車が運行されます鉄道ファンに人気の若桜鉄道で観光列車が運行されます鉄道ファンに人気の若桜鉄道で観光列車が運行されます    

 国の登録有形文化財に指定されている駅本屋をはじ

めプラットフォーム、給水塔、転車台など、貴重な鉄

道遺産で鉄道ファンに人気の若桜鉄道。この春から団

体向けの観光用臨時列車が登場します。若桜駅～郡家

駅間で１往新設され、より多くの皆様に若桜の旅をお

楽しみいただけるようになります。のどかな沿線の風

景とともに、ゆったりと時が流れる若桜鉄 

道の旅をお楽しみください。 

（※詳細は若桜鉄道株式会社まで） 

■期間／平成２４年３月１７日（土）～（※団体利用がある場合のみ運行） 

   ■対象／団体（※最少催行人数については若桜鉄道までお問合せください） 

   ■時刻／若桜駅発 ９：０３ → 郡家駅着   ９：３４ 

       郡家駅発 １０：４５ → 若桜駅着 １１：１５ 

   ■編成／最大３両、乗車定員１５０名 

   ■予約等／約２週間前までに事前予約が必要です。 

   ■問合せ先／若桜鉄道株式会社 0858-82-0919 

         ホームページ http://www.infosakyu.ne.jp/~wakatetu/ 

    

    

３３３３    鳥取の鳥取の鳥取の鳥取の器で鳥取の器で鳥取の器で鳥取の器で鳥取の食を楽しむ！食を楽しむ！食を楽しむ！食を楽しむ！    

  前号で東京での鳥取の手仕事に関する展覧会について

お知らせをしましたが、この４月には、地元鳥取で鳥取の

民工芸と食をテーマとしたイベントが開催されます。 

  全国でも知る人ぞ知る存在となっている鳥取の民工芸。

民芸の世界では日常に使うものに美しさを見出すという

意味で「用の美」という言葉がありますが、今回のイベン

トは、その言葉のとおり、実際に鳥取の器で鳥取の食を味

わおう、というのがメインテーマとなっています。せっかくの器を見るだけではもったいない、

是非実際に鳥取の器で鳥取の食を味わってみてください。究極の地産地消、贅沢な気分でお楽し

みいただけると思います。 

  また、期間中は、鳥取県立博物館や鳥取民藝美術館で民芸に関する企画展が開催される予定で

す。鳥取の街を歩きながら、こちらも是非ご覧ください。 

   ■イベント／「とっとり 今食（いましょく）×うつわ２０１２ ～民芸と街歩き～」 

   ■期間／平成２４年４月７日（土）～５月６日（日） 

   ■会場／鳥取市若桜街道沿いの各飲食店、ギャラリー、民工芸品販売店 

   ■内容／（※観光ニュース発行日時点の内容です。変更される場合もありますので、詳細は

問合せ先までご確認ください。） 

（若桜鉄道） 

（※写真はイメージです） 
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    ○若桜街道沿いの飲食店（１０数店舗の予定）による期間限定メニューの提供 

     鳥取の食材によるランチやスイーツなどを鳥取の器で楽しむ 

○若手作家による個展リレー開催 

４月６日（金）～５月６日（日）、ギャラリーあんどうＤＵＥ（デューエ）にて、若手

作家らによる展示販売会 

    ○料理研究家の長尾智子氏による「トットリ・いいもの・ショップ」の開催 

     ４月７日（土）～５月６日（日）、ギャラリーそらにて、期間限定メニューで紹介され

た器やおすすめのお土産の展示販売 

    ○その他、オープニングイベントやトークショーも予定されています。 

■問合せ／鳥取県文化観光局観光政策課 TEL:0857-26-7421 

     公式ホームページ：http://とっとり今食うつわ.com（※１月末頃公開予定） 

■関連イベント等 

    ○「没後５０年・日本民藝館会館７５周年 柳宗悦展－暮らしへの眼差し－」 

     鳥取県立博物館（鳥取市東町二丁目）、４月７日（土）～５月２０日（日） 

○「柳宗悦と吉田璋也展（仮）」 

     鳥取民藝美術館（鳥取市栄町）、４月１日（日）～９月３０日（日） 

    

  

    ４４４４    エンジン０１文化戦略会議エンジン０１文化戦略会議エンジン０１文化戦略会議エンジン０１文化戦略会議「「「「オープンカレッジオープンカレッジオープンカレッジオープンカレッジ inininin 鳥取鳥取鳥取鳥取」」」」    

  日本に新たな文化が生まれ育つ土壌を築くために

様々な側面から議論をする文化人の集団「エンジン

０１（ゼロワン）文化戦略会議」が開催する「オー

プンカレッジ」が、３月末、鳥取で開催されます。 

各分野の第一線で活躍する著名人の方々が鳥取に

集結し、シンポジウムや様々な講座等が行われます。

講座においては、漫画をテーマとしたものもあり、

漫画家のちばてつや先生、モンキー・パンチ先生、 

里中満智子先生といった豪華な顔ぶれが勢ぞろい！

国際マンガサミット開催の地、「まんが王国とっとり」に相応しい注目の講座です。 

この機会に、「水木しげる記念館」（境港市）、「青山剛昌ふるさと館」（北栄町）、「わらべ

館」（鳥取市）など、県内にある漫画関連施設も是非お楽しみ下さい。３月８日には「水木し

げる記念館」が、ご家族でお楽しみいただけるようにパワーアップしてリニューアルオープン

します！乞うご期待！ 

   講座のほか、クラシック音楽のプロが応募者の演奏を直接聴き、審査する「クラシック版ス

ター誕生！」や地元の酒食を囲んで講師の方々と語り合う夜楽（やがく）なども開催されます。 

様々な特色ある企画満載の「オープンカレッジ in 鳥取」に是非お越しいただき、鳥取の新

たな魅力を発見してみませんか。 

    

（鳥取砂丘） 
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   ■期間等／平成２４年３月２３日（金）～平成２４年３月２５日（日） 

         ２３日（金）オープニングシンポジウム、ミニコンサート（とりぎん文化会館） 

         ２４日（土）各種講座（鳥取環境大学）、夜楽（鳥取市内飲食店） 

         ２５日（日）クロージングシンポジウム（とりぎん文化会館） 

■漫画等地元関連講座の内容／（※内容は１２月２８日現在。今後変更される場合あり） 

・「マンガキャラは、時を駈ける！ マンガ文化論」（ちばてつや、モンキー・パンチ他） 

・「マンガと上手に付き合う法！」（里中満智子、岩田廉太郎他） 

 ・「マンガはこうして描く マンガワークショップ」（ちばてつや、モンキー・パンチ、里

中満智子） 

 ・「因幡の白兎 かく語りき 神話の里から」（井沢元彦、竹原啓二、船曳建夫） 

・「鳥取の未来を語ろう！ ジオパークと砂の美術館」（今田知宏、今川憲英、清水敏男他） 

・「伝えてゆこう鳥取の技 鳥取の民芸・工芸」（有森裕子、わたせせいぞう他） 

    ・「鳥取砂丘駅伝大会‐有森裕子＆エンジン 01 会員と走ろう」（３月２５日（日）） 

   ■参加料金・申込み／各講座５００円、一部イベントは無料 

チケットは平成２４年２月４日（土）１０時～下記施設、チケットぴあで発売 

とりぎん文化会館、鳥取市民会館、鳥取市ふるさと物産館、倉吉未来中心、米子コンベ

ンションセンター 

※３月２３日、２５日の梨花ホールのチケットは、ローソンチケットでも販売 

※夜楽の会場、チケット販売等については、２月上旬に公表予定 

■問合せ先／オープンカレッジｉｎ鳥取実行委員会事務局 

（鳥取市文化芸術推進課内）TEL：0857-20-3226、FAX：0857-21-1594 

 ホームページ：http://enjin01tottori.zz.tc/ 

    ※大会プログラムチラシは、チケット販売所や県・市町村のほか、県内文化施設等にござ

います。（インターネットでは、『エンジン０１大会プログラム』で検索してください。） 

   ■水木しげる記念館について 

    平成２４年３月８日（木）リニューアルオープン予定 

    ※２月９日（木）～３月７日（水）は、リニューアル準備のため休館です。 

    水木しげる記念館 TEL：0859-42-2171 

    

    

５５５５    古事記ゆかりの神社で女子力アップ！古事記ゆかりの神社で女子力アップ！古事記ゆかりの神社で女子力アップ！古事記ゆかりの神社で女子力アップ！    

  鳥取県中部の倉吉市志津にある「倭文（しとり）神社」

は、因幡素兎伝説で知られる大国主命の娘として古事記に

登場する麗しい容姿の下照姫（したてるひめ）と、智恵の

神といわれる武葉鎚神（たけはつち）を神祭とする神社で、

美しさと聡明さをもたらす女子力アップのパワースポット

です。もっと自分を磨きたいと願う女性の皆さんにおすす

めです。 （倭文神社） 
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  また、倉吉といえば、以前観光ニュースでお知らせした企画「きれいをチャージ女子旅のすゝ

め」がありますが、ここで紹介されている三朝温泉の温泉化粧品「三朝みすと」の姉妹品として、

三朝の源泉とヒアルロン酸などの美容成分をたっぷり含ませた「三朝温泉フェイスマスク」が登

場しました。「三朝みすと」が毎日のケアなら、こちらは、特にお肌が疲れたときなどのスペシ

ャルケアに最適！三朝温泉の旅館・売店で４２０円（１枚入り）で販売されており、お土産にも

おすすめです。 

同じく県中部の琴浦町にある日韓友好交流公園「風の丘」は、プロポーズにふさわしいロマン

ティックな観光地として選定される「恋人の聖地」に認定されています。過去に漂流した韓国の

漁船を救助した歴史からこの地に日韓の友好が永遠に続くことを願ってつくられた公園ですが、

漁師の妻や恋人が大切な人の帰りを待っていた場所という話も残っており、大切な人を思い、幸

せを祈る場所として親しまれてきた場所でもあります。北には日本海、南には大山と、愛を誓い

合うには最高のロケーションです。 

鳥取を旅していただいた皆様が、もっともっと素敵な女性になりますように！ 

   ■倭文神社 

    問合せ先／倉吉市観光協会 TEL:0858-23-2008 

         ホームページ http://www.apionet.or.jp/kankou/ 

   ■三朝温泉フェイスマスク 

    問合せ先／三朝温泉旅館協同組合 TEL:0858-43-0431 

         ホームページ http://www.spa-misasa.jp/ 

   ■日韓友好交流公園「風の丘」 

    問合せ先／琴浦町観光協会 TEL:0858-55-7811 

         ホームページ：http://www.kotoura-kankou.com/ 

   ■関連情報 

    ・「因幡伯耆国 開運八社巡り」（鳥取県観光連盟 0857-39-2111） 

http://www.tottori-guide.jp/806/9453.html 

    ・「きれいをチャージ 女子旅のすゝめ」（倉吉市観光協会 0858-23-2008） 

 

 

６６６６    三徳山三徳山三徳山三徳山御幸行列御幸行列御幸行列御幸行列    

 三徳山の開山1300年を記念し平成18年に50年ぶりに復活した御

幸行列が今年も開催されます。御幸行列は室町時代には既に行われ

ていた行事で、三徳山内の三所権現（蔵王・子守・勝手）がこの日

だけ境内から外へお出になり、皆さんにご利益を受けていただく神

事です。行列は 2 基の神輿を中心に、笙などの雅楽衆や対の獅子舞

など、総勢 150 名を超える荘厳で霊験あらたかな行列で、多くの観

客が見守ります。 

 三徳山三佛寺の「投入堂」は、日本国内でも貴重な平安時代後期

の国宝神社建築の一つとして知られ、これまで、フランスの観光ガ
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イド「ミシュラングリーンガイドジャポン２００９」で２つ星を獲得、テレビ番組や雑誌で紹介

されるなど各方面から注目を集めてきました。また、自然林が垂直的に分布する三徳山の自然は、

非常に価値が高く貴重であるとされています。近くには古くから湯治の湯として知られる三朝温

泉もあり、歴史や自然など、三徳山、三朝の様々な魅力をこの機会にお楽しみください。 

■会場／三徳山三佛寺境内（東伯郡三朝町三徳）  

■問合せ先／三徳山三佛寺 TEL 0858-43-2666  

■開催日時／平成 24年 4 月 22 日（日） 

■アクセス／ＪＲ倉吉駅から三朝温泉方面行バス乗車三朝温泉バス停下車 

          三朝温泉から三徳山、または吉原行バス乗車、三徳山バス停下車  

■ 三朝温泉観光協会 http://www.misasa-navi.jp/273/391/1381.html  

     三徳山三佛寺 http://www.mitokusan.jp/ 

 

 

７７７７    春の春の春の春の日野日野日野日野で自然を楽しもうで自然を楽しもうで自然を楽しもうで自然を楽しもう    

  春になると、鳥取県西部を流れる日野川では、日野川

の新しい遊び「日野川ラフティング」のシーズンが始ま

ります。ラフティングは６人乗りの手漕ぎのラフト（ゴ

ムボート）で日野川の自然を楽しみながら５㎞のショー

トコース又は１０㎞のツーリングコースを日野川の自

然を満喫しながら仲間とともにゴールを目指します。変

化に富んだ急流でスピード感を味わい、緩やかなポイン

トでは水面の静けさを多感することができます。 

また、水はちょっと苦手というかたには、日野町にある「滝山（たきさん）公園」がおすすめ

です。春の桜・ツツジの名所として有名な公園で、４月中旬から下旬には約３万本のミツバツツ

ジが開花し、山全体がピンク色に染まるほどの見事な美しさです。咲き誇るツツジをくぐりぬけ

ながらの散策を是非お楽しみください。この滝山公園は山腹にあって温度が平地より低いため、

遅咲きの桜もご覧いただけますので、ご家族皆さんで春の欲張りな花見をゆっくり満喫していた

だけます。 

  ゆったりと散策したいかたも、アクティビティーな旅をしたい方も、日野の旅でお楽しみくだ

さい。 

■日野川ラフティング 

○実施時期／ 4月、5月、10 月の土・日・祝日 

○コース／半日コース：日野町・下黒坂橋付近～カヌーの里まで（約５キロ） 

１日コース：日野町・上菅・乗越橋～かわこ公園（昼食） 

～カヌーの里（約１０キロ）  

○募集人員／半日コース：午前の部、午後の部とも各 20 名 

１日コース：20名（水量によりショートコースへ変更有）  

※要事前予約 

（滝山公園） 
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※定員になり次第締め切り（先着順）開催週の水曜まで 

○参加費／半日コース：大人 3,000 円、中学生以下 2,500 円 親子 5,000 円 

１日コース：大人 6,000 円、中学生以下 3,000 円 親子 8,000 円（昼食代含む）

※ラフト使用料、保険代、含む  

○申し込み・問い合せ／日野町教育委員会 TEL：0859-72-2107 FAX：0859-72-1484 

   ■滝山公園 

    ○場所／日野郡日野町中菅 

    ○ツツジの見ごろ／例年４月中旬から下旬 

    ※毎年この時期にあわせて「滝山公園つつじまつり」が開催され、多くの人で賑わい

ます（開催日は後日決定）。 

    ○問合せ先／日野町観光協会 TEL:0859-72-0332 

  

  

８８８８    智頭町で冬ならではの楽しい散策智頭町で冬ならではの楽しい散策智頭町で冬ならではの楽しい散策智頭町で冬ならではの楽しい散策～「智頭宿雪まつり」～「智頭宿雪まつり」～「智頭宿雪まつり」～「智頭宿雪まつり」    

県内で最大の宿場町として栄え、その名残をとどめ

る史跡や道標など、往時を偲ばせる古い町並みが残る

智頭宿。この町で雪の降る季節に毎年開催されるのが

「智頭宿雪まつり」です。この日は夜になると智頭宿

一円につくられた「雪灯篭」に明かりが燈され、辺り

は幻想的な風景につつまれます。 

今年のテーマは「灯り」。近世から近代にかけての和

風建築の伝統美を誇る「石谷家住宅」（国重要文化財）の庭園が幻想的な光で演出されるほか、

ほのかな灯りの中に浮かぶ鉄の彫刻「浮世絵美人」など、雪に包まれた町があたたかな光で演出

されます。当日は、街道沿いに鯖鮨、柿の葉寿司、藍染め、手打ちそばなど、智頭宿特産品等の

店が立ち並び、また様々な催しも予定されていますのでご家族皆さんでお楽しみください。 

昼間の歴史ある町並と幻想的な夜の智頭宿、どちらも魅力的な冬の智頭です。 

 ■期間／平成２４年２月４日（土）10:00～21:00 

 ■場所／八頭郡智頭町 智頭宿一円 

 ■開会式／10:00～石谷家住宅前 

 ■主な催し（予定）／ 

・雪灯篭（17:00～21:00） 

・幻想の光ファンタジー（17:00～21:00、石谷家住宅庭園と西河克己映画記念館を幻想的

な光で演出） 

・浮世絵美人（ほのかな灯りの中に浮かぶ鉄の彫刻） 

・ギター演奏会「田中彬博ギターライブ」（14:00～、17:00～、石谷家住宅）※ﾁｹｯﾄ有料 

・「石谷家のおひな様」展（石谷家住宅１号蔵） 

・ 雪灯篭づくり、杉玉づくり、豆まき、百人一首を楽しむ会、ウキウキゆきんこクラブ、

手作り提灯で歩く智頭宿 
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・智頭宿特設屋台村、智頭宿特産村 等 

 ■問合せ先／智頭町総合案内所 TEL:0858-76-1111 

       ホームページ：http://www1.town.chizu.tottori.jp/kankou/ 

 

 

コラムコラムコラムコラム    ～～～～琴浦ぐるめストリート新企画登場琴浦ぐるめストリート新企画登場琴浦ぐるめストリート新企画登場琴浦ぐるめストリート新企画登場    

飲食店が多く立ち並ぶ琴浦町の国道 9 号沿いの「琴浦ぐる

めストリート」。これまで琴浦グルメストリートプロジェク

トとして、「琴浦あごカツカレー」、「琴乃浦らーめん合戦」、

「琴浦東伯和牛 COW ニバル」など、数々の斬新なグルメ企画

を打ち出してきましたが、今回、第８弾「KOTOURA 白バラ牛乳（ＮＥＷ）スイーツパラダイス」

が登場しました。 

地元琴浦町にある大山乳業農業協同組合の製品を使ったスイーツを、グルメストリート内の参

加店が新メニューを開発し、スタンプラリーやスピードくじなどで楽しんでいただこうというイベ

ントです。期間中 2 月 26 日には、参加店舗のスイーツが一度に食べられる欲張りな「スイーツ

プレート」の販売などの企画があるスイーツパーティーも開催されるとのこと。どんなスイーツ

かは見てのお楽しみ。ユニークな名前にも注目です。 

今回のスイーツも、あごカツカレーや琴乃浦らーめんのように定番メニューとして定着してい

くといいですね。 

 ■期間／平成２４年２月４日（土）～平成２４年３月２０日（火） 

 ■内容／スタンプラリー、スピードくじ（期間中） 

「KOTOURA 白バラ牛乳スイーツパーティー」（2/26 のみ）※詳細は問合せ先まで 

 ■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/street.html 
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