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平成２３年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、今後とも、復興に懸命に取り組まれる被災地の皆様を応援していくとともに、 

本県において避難生活をされている皆様に寄り添い、未来へ向けて全力で支えていきます。 

※鳥取県の対応について以下の WEB ページにて随時お知らせしております。 

■東日本大震災への鳥取県の対応／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 

    

１１１１    「まんが王国とっとり」の旅はイラスト列車でお楽しみください！「まんが王国とっとり」の旅はイラスト列車でお楽しみください！「まんが王国とっとり」の旅はイラスト列車でお楽しみください！「まんが王国とっとり」の旅はイラスト列車でお楽しみください！    

 鳥取県内各地には、まんがの舞台となったまちの風景や

観光スポット、「わらべ館」（鳥取市）、「青山剛昌ふるさ

と館」（北栄町）、「水木しげる記念館」（境港市）といった

漫画関連施設がありますが、この４月から、「名探偵コナ

ン」（青山剛昌作）のイラスト列車が登場！かわいく元気

いっぱいのコナンなど作品に登場するキャラクターたち

が車両全体に描かれた列車が、鳥取から米子まで走ります。 

そして、コナン列車を降りたあとは、米子駅から境港駅 

まで、「ゲゲゲの鬼太郎」（水木しげる作）の鬼太郎、目玉

おやじ、ねずみ男、ねこ娘のイラストを描いた「鬼太郎列車」が運転中です。境線の各駅にも妖

怪の愛称がつけられるなどこれまでも妖怪ワールドを楽しんでいただいていますが、今回、鬼太

郎列車の車内放送にも妖怪たちが登場することになりました！目玉おやじとこなき爺の二人が

停車駅をご案内します（※声真似です）。楽しい妖怪たちとともに、水木しげるロードへお越し

ください。 

  県東部から西部までイラスト列車で繋がる「まんが王国とっとり」！今年の鳥取は是非イラス

ト列車でお楽しみください。 

   ■「名探偵コナン」イラスト列車 

・運行開始：平成２４年４月３日（火） 

    ・運行区間：主に山陰本線 鳥取～米子間で快速・普通列車（定期列車）として運転 

    ・ラッピング対象列車：キハ１２６系気動車 ２両１編成 

   ■「鬼太郎列車」 

・運行区間：ＪＲ境線 米子駅～境港駅 

・列車の種類：「鬼太郎」・「ねずみ男」・「ねこ娘」・「目玉おやじ」の４種類 

     ※どの列車がどの時間に走るのかは毎日変わります。 
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    ・車内放送 

     妖怪そっくりコンテスト優勝者の声まねによる放送です。（※声優ではありません） 

   ■問合せ／ＪＲ西日本米子支社営業課 TEL：0859－32－8056 

    

    

２２２２    大山大山大山大山（だいせん）（だいせん）（だいせん）（だいせん）夏夏夏夏山開き山開き山開き山開き祭祭祭祭    

  自然豊かな鳥取の代名詞ともいえる、中国地方最高

峰「大山」もウインタースポーツの季節が終わり、も

うすぐ登山の季節がやってきます。本格的な夏山シー

ズンを迎える６月には、シーズン中の安全を祈願して

「大山夏山開き祭」が行われます。日本最大級の権現

造りの大神山神社よりたいまつ行列、大山山頂上の弥

山での夏山登山の安全祈願が行われるほか、ふもとの

博労座ではフリーマーケットや、コンサートなどのイ

ベントが開催される予定です。 

また、登山のほかにも、西日本最大規模のアスレチックコースのある「森の国大山フィールド

アスレチック」、「大山トムソーヤ牧場」、搾りたての牛乳でつくったソフトクリームを味わう

「大山まきばみるくの里」、世界的な写真家植田正治氏の作品を展示した「植田正治写真美術館」

など様々な施設があり、幅広い世代の皆さんに雄大な大山の姿を目の前にしながら楽しんでいた

だけます。 

   ■開催日／前夜祭：平成２４年６月２日（土） 

大山夏山開き祭：平成２４年６月３日（日） 

   ■会場／大神山神社奥宮、大山山頂、博労座周辺 

   ■問合せ先／大山観光案内所 TEL:0859-52-2502 

 

 

３３３３    昔懐かしい風景に囲まれてゆったり癒しの旅昔懐かしい風景に囲まれてゆったり癒しの旅昔懐かしい風景に囲まれてゆったり癒しの旅昔懐かしい風景に囲まれてゆったり癒しの旅    

鳥取県東部にある智頭町は、宿場町の趣の残る智頭宿や日本の原風景

を残す板井原集落や豊かな森林が残る芦津渓谷など、昔懐かしい風景が

随所に残るまちとして知られ、「日本一美しい村」連合にも加盟してい

ます。また、その豊かな自然を生かし、県内唯一の森林セラピー基地が

あるまちでもあります。芦津渓谷の川のせせらぎや滝の水音を聞き、ゆ

っくり深呼吸しながら、森を知り尽くしたセラピストと一緒に歩いて、

日ごろの疲れを癒して心と体をリフレッシュしていただけます。希望者

には地元の山菜などを使った「セラピー弁当」が用意されています。 

忙しい日常から離れてゆっくり、ゆったりとした時間の流れの中で心と体を癒す旅はいかがで

しょう。 

   ■時 期／今年度は、５月の連休前後頃から開始予定です。 
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※詳しくは問合せ先までご連絡ください。 

■参加費／半日コース ガイド１人につき 8,000 円（お客様 1～6名まで）        

１日コース ガイド１人につき 13,000 円（お客様１～６名まで） 

※セラピー弁当は 800 円、おにぎり弁当は 500 円別途必要（要予約）。 

※ストレスチェック（アミラーゼ検査）は別途 500 円必要 

   ■申込み、問合せ／智頭町森林セラピー推進協議会（智頭町山村再生課内） 

TEL：0858-75-3117 

           ホームページ／http://cms.sanin.jp/p/chizu/sanson_saisei/therapy/ 

   ■ＮＰＯ法人「日本一美しい村」連合 

・フランスの素朴な美しい村を厳選し紹介する「フランスで最も美しい村」活動に範をと

り、失ったら二度と取り戻せない日本の農山村の景観・文化を守る活動を行っている。 

    ・中国地方では、鳥取県智頭町と岡山県新庄村の２ヶ所が加盟している。 

 

 

４４４４    鳥取の自然をバスと鳥取の自然をバスと鳥取の自然をバスと鳥取の自然をバスと自転車で楽自転車で楽自転車で楽自転車で楽しもう！しもう！しもう！しもう！    

今年も観光スポットを巡るのに便利なバスが運行さ

れます。 

先ほどご紹介した大山の観光スポットをお楽しみい

ただくのに便利なのが「大山るーぷバス」です。乗り放

題乗車券を使えば大山の魅力をめいっぱい満喫できま

す。今年は、地元山陰のお菓子や特産品が購入いただけ

る「お菓子の壽城」（米子市淀江町佐陀）にも新たに停

車することになりました。更に、今年から電動アシスト 

 

自転車の貸し出しもスタートしますのでこちらもご利用ください。 

また、ＪＲ鳥取駅から鳥取砂丘－浦富海岸を周遊する、レトロな姿が人気のボンネットバスが

今年も運行されます。鳥取砂丘、浦富海岸、渚交流館・山陰海岸学習館など山陰海岸ジオパーク

の魅力が満載のコース。こちらも岩美町観光協会で電動アシスト自転車を借りることができます。

体力やご都合にあわせてバスと自転車で鳥取の自然をゆっくりと満喫してください。ジオエリア

の散策に便利な散策モデルコースを紹介したマップもありますので、是非ご利用ください！ 

体力やご都合にあわせてバスと自転車で鳥取の自然をゆっくりと満喫してください。 

【大山るーぷバス】 

   ■運行期間 

・春～夏／4 月 28 日(土)～6 月 3日(日)の土・日・祝日 

・夏～秋／7 月 14 日(土)～11 月 11 日(日)の土・日・祝日 

     ※毎日運行する期間／ゴールデンウィーク：4月 28 日(土)～5月 6 日(日) 

夏休み：7 月 28 日(土)～8 月 19 日(日) 

紅葉シーズン：10 月 27 日(土)～11 月 11 日(日) 

（大山るーぷバス） 
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※運休期間／6月 4 日(月)～7 月 13 日(金) 

   ■料金／1 日乗り放題：1,000 円、2 日間乗り放題：1,300 円 

   ■販売場所／米子市観光案内所、米子駅前バスターミナル、米子市観光センター、大山町観

光案内所、日本交通米子営業所、日ノ丸自動車米子支店、「大山る～ぷバス」

の各停留所、最寄りの施設 

   ■問合せ先／西部総合事務所県民局 TEL：0859-31-9629 

日本交通(株)米子営業所 TEL：0859-33-9116 

日ノ丸自動車(株)米子支店 TEL：0859-32-2123 

   ■電動アシスト自転車の貸し出しについて 

    大山自然歴史館で４月～１１月の間、貸し出しされます。 

    詳細は、大山観光案内所（TEL：0859-52-2502）までお問合せください。 

   

【岩美町ボンネットバス】 

 ■運行期間／毎日運行：平成 24年 4月 28 日～5 月 6 日、8 月 12 日～16 日 

       土日祝日運行：平成 24年 8 月 4日～8 月 26 日、10 月 6日～12 月 30 日 

       ※4 月 28 日～11月 30 日は１日２往復 

       ※12 月 1 日～12月 30 日は１日１往復 

■乗車料金（予定）／初乗り 300 円、鳥取駅～岩井温泉 700 円 

          1 日乗り放題券 大人 1,000 円、小人 500 円 

          鳥取藩乗り放題手形 1,800 円(3 日間有効) 

■電動アシスト自転車の貸出 

 岩美町観光協会で貸し出しています。詳細は同協

会（TEL：0857-72-3481）までお問合せください。 

■問合せ先／岩美町商工観光課 TEL：0857-73-1416 

■各種マップできました！ 

 ・「山陰海岸ジオパーク まるごと体感ＭＡＰ」 

 ・山陰海岸ジオパーク散策モデルコース 

（鳥取砂丘東・西コース、浦富海岸東・西コース）   

※その他兵庫県内のコースも有り。 

 ・山陰海岸ジオパーク推進協議会のホームページからダウンロードできます。 

※http://sanin-geo.jp/ 

    

    

５５５５    若桜若桜若桜若桜ににににレトロな観光スポットがレトロな観光スポットがレトロな観光スポットがレトロな観光スポットが新新新新登場！登場！登場！登場！    

  昔の宿場町の風情が残る若桜の町に、レトロな雰囲気たっぷりの新たな観光スポットが３月２

５日（日）にオープンしました！昔懐かしい「昭和」の雰囲気いっぱいの「昭和おもちゃ館」は、

その名のとおり、ブリキのおもちゃやプラモデルなど昔懐かしいおもちゃが所せましと並べられ、

（岩美町ボンネットバス） 
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１階にはちゃぶ台や黒電話など昭和の生活空間が再現されており、入口では子供の頃に友達とほ

おばった駄菓子も購入できるほか、昔ながらのおもちゃづくりを体験することもできます。  

若桜の町をてくてく歩きながら、懐かしい子ども時代にタイムスリップしてみてくださいね。 

  また、昭和おもちゃ館のすぐ近くには、明治時代に建てられた古民家の雰囲気を味わいながら

休憩したり食事をすることができる「休憩交流処かりや」もオープン。こちらも是非ご利用くだ

さい。 

   ■「昭和おもちゃ館」 

    ・場所／八頭郡若桜町若桜４３０ 

    ・開館／午前 10 時～午後 5 時  

※毎週火曜日、年末年始休館（１月～３月は月～金曜日（祝日は開館）） 

    ・料金／大人（中学生以上）200 円、小学生 100 円、幼児無料 

   ■「休憩交流処かりや」 

                ・場所／八頭郡若桜町若桜２９８ 

    ・開館／午前 10 時～午後 5 時 ※毎週火曜日、年末年始休館 

・食事／食事処「ダイニングカフェ新（あらた）」 

   ■問合せ／若桜町観光協会（若桜町若桜３４１） TEL:0858-82-2237 

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

 

 

６６６６    ゴールデンウイーク特集ゴールデンウイーク特集ゴールデンウイーク特集ゴールデンウイーク特集    

今年のゴールデンウィークのご予定はお決まりですか？自然やグルメ、アウトドアなどどんな

テーマでもＯＫ！の鳥取。大人から子どもまで幅広い世代の皆さんに楽しんでいただけます！連

休中に鳥取県内で様々なイベントが予定されていますので是非お越しください。 

 

【鳥取県東部】 

○石谷家住宅 春の庭園特別公開 

先にご紹介した智頭町の智頭宿にある広大な和風建築で国の重要文化財にも指定されている

石谷家住宅。その石谷家住宅の歴史ある庭園の公開する「春の庭園特別公開」が開催されます。

家屋とともに見ごたえある庭園をご堪能ください。 

■開催日時／4月 29（日）～5 月 6 日（日） 

■開催場所／石谷家住宅（智頭町智頭 396） 

■入館料／入館料 大人 500 円 、高校生 400 円、小・中学生 300 円 

※庭園は別途 200 円 

■庭の見える喫茶店も邸内にあり、地元の食材を使ったメニューを地元の器で食べていただけ

ます。（※営業時間、メニュー等詳細は問合せ先まで） 

■問合せ先／（財)因幡街道ふるさと振興財団  TEL 0858-75-3500 

         ホームページ http://www.ifs.or.jp/ 
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○第３５回鳥取市花のまつり 

フラワーアレンジメント教室、お茶席コーナー、路上コンサート、シーズンマルシェ、鳥取ご

当地グルメマルシェ、花の苗プレゼントなどのイベントが、若桜街道にて開催されます。 

■開催日時／4 月 29 日（日) 午前 11 時～午後 4 時 

■開催場所／鳥取市若桜街道 

※歩行者天国：旧鳥取県物産観光センター前～鳥取市役所第２庁舎前 

  ■問合せ先／鳥取市花と木のまつり実行委員会 （鳥取市役所第 2 庁舎経済戦略課内）  

TEL：（0857）20-3249 

○吉岡温泉花湯まつり 

約 1,000 年の歴史を刻む情緒漂う吉岡温泉で毎年開催されている「花湯まつり」。神興や山車

も登場して大いに盛り上がります。 

■開催日（予定）／平成 24 年 4月 29 日(日) 

■開催場所／鳥取市吉岡温泉町 

■問合せ先／吉岡温泉町副総区長宅 TEL 0857-57-0944 

 

【鳥取県中部】  

○河本家住宅 春の一般公開 

貞享 5 年（1688 年）建築の民家。江戸中期の山陰地方における農家の住宅形式をよく伝え、建

築年代の明らかな民家としては山陰地方で最古に属する貴重な建築。防火施設として珍しい竈

（かまど）の天井に泥を塗るなど、随所に「暮らしの知恵」が施されている点に注目です。 

■開催日時／4月 29 日（日）～5 月 5日（土） 午前 10時～午後 4 時 

      ※変更される場合があります。詳細は問合せ先までご確認ください。 

■場所／東伯郡琴浦町篦津３９３ 

■問合せ先／琴浦町教育委員会社会教育課  Tel : 0858-52-1161 FAX : 0858-52-1122 

○燕趙園「黄金節」 

山陰・日本海を望む温泉郷、東郷湖畔に再現された国内最大級の本格的中国庭園「燕趙園」を

舞台に龍が踊り獅子が舞います！ 

■開催日／4 月 28 日（土）～5月 6 日（日） 

■場所／燕趙園（鳥取県東伯郡湯梨浜町引地 565－1）  

■問合せ先／中国庭園 燕趙園 

TEL 0858-32-2180(代） http://www.encho-en.com/ 

■園内・園外に植えられた約 1300 株 2000 輪を超える 

ボタンも必見です。 

 

○三朝温泉「花湯まつり」 

毎年 5 月 3，4 日に開催される鳥取県三朝の伝統行事。お釈迦様の誕生を祝い、湯の恵みに感

謝するとともに、その年の豊作と商売繁盛を願い、藤カズラで編んだおよそ８０ｍ、重さ２ｔ

の綱を引き合う綱引き神事「陣所」の大綱引きは迫力満点です。 

（中国庭園 燕趙園） 

（中国庭園 燕趙園） 
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■開催日／5 月 3 日（木）～5 月 4 日（金） 

■場所／鳥取県東伯郡三朝町 三朝温泉街 

■問合せ先／三朝温泉観光協会 TEL 0858-43-0431  http://www.misasa-navi.jp/ 

 

【鳥取県西部】 

○妻木晩田遺跡「むきばんだ新緑まつり」 

仙谷地区「墳丘墓群」と妻木新山地区「弥生の森」が

ついに公開！グランドオープンセレモニーが開催され

るほか、「弥生の森」ツアーや、クイズラリー、勾玉

づくり、銅鏡づくり、弥生のお菓子づくりなどの古代

体験やボランティアガイドによる遺跡案内等楽しい催

し多数開催されます。 

 ■開催場所／鳥取県立むきばんだ史跡公園 

（西伯郡大山町妻木 1115-4） 

■開催期間／4月 29 日（日）午前 10 時～午後３時 30 分 

■イベント料金／無料、一部体験有料 

■問合せ先／鳥取県立むきばんだ史跡公園 TEL 0859-37-4000 

http://www.pref.tottori.lg.jp/mukibanda/ 

○滝山公園つつじまつり 

県西部日野町にある滝山公園では４月中旬の桜に続き、下旬にはダイセンミツバツツジが一斉

に開花。山全体をピンク色に染め、他に類を見ないすばらしさです。期間中は、売店や屋台も

オープンしますので、ご家族皆さんで美しいツツジを眺めながらゆっくりとお過ごしください。 

■開催場所／滝山（たきさん）公園（日野郡日野町中菅） 

■開催期間／ 4月 21 日（土）～5 月 6日（日） 

■問合せ先／日野町観光協会  TEL 0859-72-0332 

 

 

コラムコラムコラムコラム    「「「「まんが王国とっとりまんが王国とっとりまんが王国とっとりまんが王国とっとり」」」」ホームページオープン！ホームページオープン！ホームページオープン！ホームページオープン！    

  これまでご紹介してきたとおり、鳥取県では，今年１１月に米子市をメイン会場として開催さ

れる国際マンガサミットに向けて準備を進めているところですが、この度、「まんが王国とっと

り」のホームページが完成しました！ 

とにかく楽しくなくては意味が無い！という心意気が伝わってくるこのホームページ。ページ

は基本的にイラストで描かれ、鳥取県のマスコットキャラクター「トリピー」が、時には熱い情

熱に燃え、またある時はゆるーく、かわいく、様々な表情で「まんが王国とっとり」の魅力や、

県内の漫画家の皆さん、イベント情報から鳥取県へのアクセスまで紹介してくれる、「まんが王

国とっとり」の全てが詰まったホームページです。 

自治体らしからぬインパクトの強さで「まんが王国とっとり」を盛り上げます！今すぐアクセ

スしてみてくださいね！ 

（妻木晩田遺跡） 
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   ■「まんが王国とっとり」ホームページ http://manga-tottori.jp/ 

※英語、中国語、韓国語、ロシア語ページも作成中です。オープンまでしばらくお待ちく

ださい！ 

   ■問合せ／鳥取県文化観光局 まんが王国とっとり推進室 TEL：0857-26-7237 

        ※4月 1 日から、「まんが王国官房」に変わります。 

                                                                    

コラムコラムコラムコラム    はわい温泉・東郷温泉で古代料理が誕生！はわい温泉・東郷温泉で古代料理が誕生！はわい温泉・東郷温泉で古代料理が誕生！はわい温泉・東郷温泉で古代料理が誕生！    

 はわい温泉・東郷温泉で、古事記が編纂された奈良

時代の貴族料理をモチーフに、地元食材を贅沢に使っ

た「古代料理」が登場！食材や味はもちろんですが、

美貌で知られる大国主命の娘、下照姫（したてるひめ）

をまつる倭文神社のお膝元だけあって、美容効果にも

徹底的にこだわりぬいて作られたそうで、女性にも嬉

しいメニューになっています。古の人々に思いを馳せ

ながら、古代料理をお楽しみください。 

■古代料理提供旅館 

  ・はわい温泉：望湖楼、彩香、千年亭、羽衣   ・東郷温泉：水明荘、養生館 

  ■問合せ先／はわい温泉・東郷温泉旅館組合 TEL：0858-35-4052 

  ■倭文神社／東伯郡湯梨浜町宮内 

   古くから伯耆国の一ノ宮として信仰を集めている神社。織物の祖神である建葉槌命のほかに

大国主命の娘で安産の守護神としても知られている下照姫命などが祭られています。 

   ※問合せ：湯梨浜町観光協会 TEL：0858-35-5383 

 

 

（3/22 の発表会で披露された料理） 

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

発行年月日：平成 24 年 3月 27 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、文章を除く。） 


