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１．最旬情報 
 

【天然温泉 境港夕凪の湯 御宿 野乃(のの)オープン】   

木の温もりと香り、畳の爽快感を持った「現代の旅籠」として２月１日にグランドオープンしました。お風呂は、最

上階の１２階から境港を一望できる天然温泉。露天風呂やサウナも完備しています。道路沿いには、宿泊者以

外の方も利用可能な足湯も併設されているので、是非ご利用ください。   

■問い  御宿野乃  電話 0859-44-5489  ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.hotespa.net/hotels/sakaiminato/ 

 

【水木しげるロード ライトアップ】   

水木しげる記念館の正面広場に、「ねずみ男」など妖怪たち

の楽しい影絵がライトアップされます。他にも「河童の泉」など

ライトアップして明るくなった夜の水木しげるロードをお楽しみ

ください。 

■日時  １月３０日（土）～  １８時～２２時  ※毎日開催     

■会場  水木しげる記念館 正面広場（境港市本町５） 

       河童の泉(境港市大正町)     

■問い  水木しげる記念館  電話 0859-42-2171  ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://mizuki.sakaiminato.net/     ©水木プロ                             
              
                 

【但馬海岸グラスボード遊覧船「いわつばめ号」春就航】                      

山陰海岸ジオパークエリア内の浜坂港から出港する「但馬海岸グラス

ボート遊覧船」が、３月より装いを新たにスタートします。グラスボート

は、船の底に透明な部分があり、船に乗ったまま海底を覗き見ること

ができます。透き通る海中風景を是非体感してください。 

■運航期間  ３月中旬～１１月（※冬季休業） 9：30～  

          ※約３０分おきに運航（不定期） 

■就航時間  約５０分/１回     

■出港場所  兵庫県美方郡新温泉町芦屋浜坂海岸    

■問い  但馬海岸遊覧船  電話 0796-82-1904  

■運営主体  山陰松島遊覧株式会社  
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【農業体験＆見学企画  -米子市-】≪団体向けメニュー≫   

米子の特産品『白ネギ』を採って、食べて、選果場等の見学をし、五感で堪能出来る新企画。季節によっては、

ブロッコリー、にんじん、さつまいもの体験メニューもあります。嬉しいお土産とお買い物特典付きです。 

■開催日  ４月～（金曜日を除く）10：00～、14：00～ ※所要時間は約２時間、開始時間等については要相談。     

■場所   農場、共同選果場    ■催行人数  １５名～５０名程度 ※申込は２週間前まで 

■料金   １人 500円～ ※オプション（とれたて野菜の天ぷら試食）は追加料金 200円   

■特典   掘った白ネギと、「農産物直売所アスパル」で使用できるお買物券を参加者全員にプレゼント。  

■問い   米子市観光協会  電話 0859-37-2311   
 
【道の駅「にちなん日野川の郷」 ４月２２日オープン】 

４月２２日（金）にオープンの道の駅「にちなん日野川の郷」は、中国地方では１００番目の道の駅登録となり、

多くの観光客が利用できる道の駅としての機能はもちろんの事、地元住民が生活の中で訪れる憩いの場所「ま

ちのえき」としても利用できるよう整備されます。施設では、町内産の食材を集めて提供するレストランの他に、

特産品のトマトなどを加工する施設も併設されます。 

■問い  日南町企画課  電話 0859-82-1115  ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.town.nichinan.lg.jp/ 

 

 

２．びっくりするでぇ～！神社巡り ～これも投入堂！？若桜町 不動院岩屋堂編～ 
 

天然の岩洞に設けられたこの堂は「窟堂」ともいわれ、大同

年間の創建と伝えられています。本寺は妙見山神光寺の

一部であったといい、百五十石の寺領を有する大伽藍でし

たが、豊臣秀吉来攻の時兵火に罹り消失し、この堂だけが

焼け残ったものといわれています。また本尊は、因幡の「黒

皮不動」として信仰を集めた不動明王で、弘法大師が３３

才の時に彫刻されたものと伝えられ、日本三大不動明王と

して名高いです。東伯郡三朝町にある「三徳山三佛寺投入

堂」などとともに岩窟利用の舞台作りで、日本三大投入堂の一つ。昭和２８年には、国の重要文化財に指定さ

れました。例年は、３月２８日と７月２８日には護摩法要が行われ、本尊の不動明王が一般公開されますが、今

年は「開山１２１０年柴燈護摩大祭」という事で、５月２８日の１度だけ一般公開の予定です。  

■問い  若桜町観光協会  電話 0858-82-2237   

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://kanko.town.wakasa.tottori.jp/search/watch/culture/iwayado/ 
 

≪若桜といえば…弁天まんじゅう≫ 

創業は明治４３年。昔ながらの懐かしい“こし餡”の入ったこのまんじ

ゅうの表面には、「鶴・亀・桜」の三種類の模様があり、「鶴」は家内安

全、「亀」は円満長寿、「桜」は商売繁昌を表し、「赤」と「緑」は縁結び

の願をこめてつけられた縁起のよいまんじゅうです。他にも、おやきや

とち餅も扱っており、昨年店舗が新しくなりました。 

■定休日  月曜日・年始   

■営業時間  7：00～18：00 ※売り切れ次第終了 

■問い    弁天まんじゅう本舗 （八頭郡若桜町若桜 1260-12） 電話 0858-82-1015  
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３．交通情報 
 

【鳥取因幡Ｇバス】 

鳥取県東部を中心にお得に観光地を巡る「鳥取因幡Ｇバ

ス」。今年はコース内容も昼食も充実しています。 

■運行コース・期間 （予定）  

≪Ｇｒｅｅｎコース（智頭・鳥取）≫  

５月１４日（土）～９月２４日（土）※毎週土曜日運行 

 鳥取駅→智頭駅→石谷家住宅→昼食（山の幸）→智頭

宿散策→苔玉づくり体験→買い物（とうふちくわの里）→砂丘・砂の美術館→鳥取駅→鳥取空港 

≪Ｇｅｏコース（岩美・鳥取）≫ ５月１５日（日）～９月２５日（日）※毎週日曜日運行 

 三朝温泉→はわい温泉→鳥取駅→浦富海岸島めぐり遊覧船→昼食（海の幸）→山陰海岸学習館→砂丘・ 

 砂の美術館→買い物（かろいち&わったいな）→鳥取駅→鳥取空港 

≪Ｇｅｎｆｕｋｅｉコース（若桜・八頭・鳥取）≫ １０月９日（日）～１２月１８日（日）※毎週日曜日運行 

 鳥取駅→郡家駅→若桜鉄道乗車→若桜駅→若桜駅周辺散策→不動院岩屋堂→昼食（田舎のお弁当）→ 

 フルーツ狩り体験→買い物（道の駅はっとう・物産館みかど）→砂丘・砂の美術館→鳥取駅→鳥取空港       

■料金   4,000円 

■問い・申込み  （一社）鳥取市観光コンベンション協会 電話 0857-26-0756 
 

【岩美ボンネットバス】 

レトロなボンネットバスで岩美町内の名所を巡ります。今年は

写真愛好家向けと、アニメのロケ地を巡る２つのコースです。 

■運行日及びコース   

≪愛好家コース≫５月２１日（土）、８月２０日（土） 

鳥取砂丘、道の駅、田後港、城原海岸、西脇海岸、横尾棚田、

岩井温泉 他 

≪アニメコース≫５月１４日、２８日、６月１１日、２５日、７月２日、

３０日、８月６日、９月３日、１７日、１０月８日、２２日、１１月１９日 （※すべて土曜日） 

鳥取砂丘、遊覧船乗り場、日野神社、網代隧道、城原海岸、田後港、荒砂神社、岩井温泉 他 

■料金    3,000円 

■旅行企画・実施者 日本交通旅行社 鳥取営業所  ■問い 岩美町商工観光課  電話 0857-73-1416 
 

【大山る～ぷバス】 

米子駅、皆生温泉から大山の観光地を回る「大山る～ぷバス」。

様々な施設の特典が付いた乗り放題乗車券がお得です。 

■停留所   森の国、桝水高原、大山まきばみるくの里、大山

寺、大山トム・ソーヤ牧場、大山乗馬センター 他 

■運行期間 ≪毎日運行日≫４月２９日～５月８日、７月２３日

～８月２１日、９月１７日～２５日、１０月２０日～１１月６日 

≪土、日、祝日運行日≫６月４日、５日、８月２７日～９月１

１日、１０月１日～１６日 

■料金  乗り放題乗車券：1,000円/１日、1,300円/２日間  ※区間毎の料金設定も有 

■問い  鳥取県西部総合事務所 西部観光商工課 電話 0859-31-9372   
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４．買い食いグルメの旅  ～春だっ！いちご編～ 
 

【１】八頭町代表  いちごモンブランのパンケーキ   

-大江ノ郷自然牧場ココガーデン－ 

ココガーデンの看板メニュー「パンケーキ」に、春限定のメニューが登場！ま

ず今年の新作「いちごモンブランのパンケーキ」が３月１日より販売されます。

また、苺をたっぷり使ったエクレアやプリン、ロールケーキなど、苺スイーツ

が盛りだくさんの「誕生祭・完熟苺フェア」が、３月３０日から４月１９日まで開

催され、大人気の「春摘み苺のパンケーキ」も登場します。さらに４月末に

は、ココガーデン横に新たな観光と食の施設となる「大江ノ郷ヴィレッジ」が

オープン予定です。 

■問い  大江ノ郷自然牧場ココガーデン 電話 0120-505-606    

■営業時間  10：00～18：00  

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.oenosato.com/coco_top.html   

≪最寄りの観光地≫船岡竹林公園、若桜鉄道隼駅、道の駅はっとう 
   

   ⇓ 車で 1時間 30分  
 

【２】倉吉市代表  いちごのスムージー  －くだものや－ 

地元の旬のくだものや野菜を使ったスムージーのお店です。倉吉

の白壁土蔵群の町並みにあるお店では、豆乳を使用したスムージ

ーを季節ごとの味でお楽しみいただけます。 

■営業時間  11：00～16：00  

※火曜、水曜定休   

■問い  くだものや（倉吉市魚町）  

電話 0858-33-5673     

≪最寄りの観光地≫  

倉吉白壁土蔵群・赤瓦、打吹公園、倉吉博物館、大岳院、鳥取二十世紀梨記

念館、満正寺、関金温泉 
   

   ⇓ 車で 1時間  
 
 

【３】江府町代表  いちごの焼きドーナッツ  －アペゼ－  

油で揚げないヘルシーで身体に優しいドーナツ。専門スタッフが１つ

１つ丁寧に焼き上げています。味は１２種類あり、全国発送も行って

います。雪の季節以外は、カフェテリア・アペゼで食事もできます。 

■販売場所・営業時間  毎週土曜、日曜のみ 10：00～17：00  

※奥大山ブルーベリーファーム開園中は無休（７月上旬～９月上旬） 

※冬季休業（１１月中旬～４月上旬）   

■問い  カフェテリア・アペゼ（日野郡江府町御机字笠良原 740-1） 電話 0859-72-3301              

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.kasarabara.com/ 

≪最寄りの観光地≫ 道の駅奥大山、江尾城跡、根雨宿、オシドリ観察小屋、金持神社、とっとり花回廊   
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☆いちご狩り情報☆  

【４】米村農園  –岩美町-                 【５】小林農園  －湯梨浜町－ 

■開催期間  ３月～５月下旬 （予定）           ■開催期間  ３月中旬頃～６月 

■受付時間  9：00～17：00                  ■受付時間  8：00～※３０分食べ放題 

■料金 ≪３～５月≫一般（中学生以上）1,500円、    ■料金 一般（中学生以上）2,000円、３歳～小学生      

小学生 800円、３歳以上 400円、３歳未満無料      1,000円、３歳未満無料 ※持ち帰りは別料金                   

■場所  米村農園（岩美郡岩美町宇治 1044）      ■場所  小林農園（東伯郡湯梨浜町原） 

■問い・申込み 米村農園 電話 0857-72-1915      ■問い・申込み 小林農園 電話 0858-34-2064 

http://www.iwamikanko.org/pages/taiken/ichigo     http://www.tottori-shinyuki.com/html/ichigogari.html 

 

   
 

５．イベント情報 
 

【第７回浦富海岸ジオウォーク】 

浦富海岸自然歩道を歩くウォーキングツアー。ジオパーク

の観光スポットでは、地元ガイドのジオ説明も行います。 

■開催日  ５月２８日（土）8：00～ 

■場所   岩美郡岩美町田後 

■コース  A≪山陰海岸ジオパークコース≫（約４．５km）

※中級者向け、１０歳以下のお子様は参加不可 

田後港→酒宴洞門→城原海岸→田後港   定員：１００名 

B≪日本の渚百選コース≫（約５．７km）※初級者、ファミリー向け 

田後港→浦富海岸→山陰海岸学習館→田後港   定員：１００名 

C≪自然歩道踏破コース≫（約３．６km）※上級者向け、１０歳以下のお子様は参加不可 

自然歩道網代入口→千貫松島→水尻洞門→城原海岸→田後港   定員：２００名 

■参加料金  1,000円  ※申込は定員になり次第終了 

■付随イベント・特典   幻のモサエビ入り漁師鍋、参加賞、おたのしみ抽選会、特産品市場利用券 

■問い・申込み  岩美町商工観光課 電話 0857-73-1416 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.pref.tottori.lg.jp/220479.htm 
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【関金つつじ温泉まつり】 

１６日はステージイベントや地元の屋台が並び、花火が打ちあがります。また、温泉旅館宿泊割引もあります。

１７日本祭りは、誰でも体験できる関所ゲームや温泉入浴割引があります。 

■開催日  ４月１６日（土）、１７日（日）     ■場所   関金温泉街 （倉吉市関金町関金宿） 

■問い  関金温泉おまつり実行委員会 電話 0858-45-3988  
 

【三朝温泉花湯まつり】 

まつりに使う大綱は、山から切り出した藤かずらを材料に、重さ２トン、長さ約８０ｍを２本編みあげ、出来上がっ

た雌雄の綱を、東西それぞれ所定の場所へ運びます。当日は、大綱引き。東が勝てば豊作、西が勝てば商売繁

盛。迫力満点です。 

■開催日  ５月３日（火）、４日（水）     ■場所  三朝温泉街、三朝神社 

■問い  三朝温泉観光協会  電話 0858-43-0431  ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://spa-misasa.jp/ 
 
 

６．春のアクティビティー  
 

【千代川ラフティング－鳥取市－】 

千代川の水が一番多い春の時期、川の急流はスリル満点！日にち限定の

ラフティングを楽しもう。 

■開催日    ３月２１日（月・祝）  午前の部 10：00～30分毎 計４回 

                      午後の部 13：00～30分毎 計４回   

■開催場所  鳥取市用瀬町用瀬（下古用瀬ＪＲ高架下付近～美成集落前） 

■料金      小中学生 200円/１回、大人 500円/１回  

         ※小学生は４年生以上が対象ですが、３年生以下が乗船の 

         場合は、保護者が責任を持って同乗すること。 

■問い・申込み  鳥取市用瀬町総合支所地域振興課 電話 0858-87-2111  
 
【日野川ラフティング－日野町－】 

今年もやります！日野川ラフティング。穏やかな流れもあり、岩場を縫うように進む急な流れもあり、水しぶきを

浴びて進むラフトは豪快そのものです。お子様の体験も可能です。 

■開催期間  ４月、５月の土、日、祝日、ゴールデンウィーク  ■集合場所 リバーサイドひの駐車場 

■料金     半日コース：中学生以下 2,500円/１人、大人 3,000円/１人（保険代、入浴代含） 

          １日コース：中学生以下 3,000円/１人、大人 6,000円/１人（昼食、保険代、入浴代含） 

■問い・申込み  日野町教育委員会 電話 0859-72-2107 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ   http://www.pref.tottori.lg.jp/item/902940.htm 
 

 

平成２８年２月２５日発行 

発行：平成２７年８月２５日 

 

 

 

〔とっとり観光ニュースとは…〕 
  
鳥取県内の最新イベントや観光情報をご案内しています。マスコミ、旅行会社の皆さまをはじめ、多くの方に

ご活用いただけるよう定期的にお届けします。複製・転載可です(一部画像を除く)。また写真はイメージです。

ご不明な点はお問い合わせください。バックナンバーは、ホームページよりご覧ください。 
 
〔編集・発行・問合せ〕公益社団法人 鳥取県観光連盟 

  電話 0857-39-2111  FAX 0857-39-2100  E-mail kanren@tottori-guide.jp  

  鳥取県の観光情報ホームページ → とっとり旅の生情報  http://www.tottori-guide.jp/ 

 


