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１．ホタル特集 
 

【 ヒメボタルとゲンジボタルの饗宴 –日南町- 】 

日南町福万来（ふくまき）地区のホタル観賞最大の魅力は、林

一面飛び回る「ヒメボタル」と川沿いを天まで昇るがごとく飛ぶ

「ゲンジボタル」が左右同時に見られます。全国でも希少な観

賞スポットです。この地域は、「福万来ヒメボタル乃国」として、

地元ボランティアを中心にホタルが住みやすい自然環境の保

護・整備を進めており、観賞用遊歩道からは、目の前にとんで

くるホタルを間近に見ていただけます。事前予約によるガイドもご利用ください。         （撮影者：石川 哲嗣） 

■おもてなし期間  ７月４日（月）～１５日（金）※予定  19：30～21：00    ■場所  日野郡日南町福万来 

■問い  山上地域振興センター内 山上まちづくりの会 電話 0859-82-0933 

≪シャトルバスの運行≫ 

■運行日 ７月３日（日）～７月１０日（日）※予定    ■運行区間  米子駅⇔福万来 

■料金   大人 2,000円、小人 1,000円     

■問い   チロル観光（日野郡江府町小江尾 11-1） 電話 0859-75-3300 
 
 

【 金田川ホタルの里 –南部町- 】 

多いときには２，０００人を超える観光客が訪れるホタル観

賞スポットです。皆生温泉宿泊のお客様専用の無料シャト

ルバスも運行します。 

■見頃  ６月１日（水）頃～６月１５日（水）頃 ※昨年相当   

■場所  金田川周辺（西伯郡南部町金田周辺） 

■問い  南部町観光協会  電話 0859-30-4822   

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.town.nanbu.tottori.jp/kanko/ 

 

≪皆生温泉旅館組合宿泊者限定シャトルバス≫ 

■運行日   ６月４日（土）～６月１２日（日）     ■運賃   無料  

■運行区間  米子市観光センター⇔金田川ほたるの里 

■問い     皆生温泉旅館組合 電話 0859-34-2888  
 

【 第４９回全国ホタル研究会 鳥取県よなご大会 】 

全国のホタル研究の専門家や保護グループの活動家などが一堂に会します。会場での発表の他、現地でのホタ

ル観賞も予定されています。 

■日時  ７月１日（金）～３日（日）   

■会場  主会場：米子コンベンションセンター 

副会場：南部町自然休暇村緑水園、江府町立江府中学校、日南町山上地域センター 

■問い  第４９回全国ホタル研究会鳥取県よなご大会実行委員会事務局 電話 0859-27-0916 

http://www.town.nanbu.tottori.jp/kanko/
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【 吉岡温泉ホタルまつり –鳥取市- 】 

吉岡温泉街からホタル観賞ポイントに行く無料シャトルバスが期間限定で運行します。 

■ホタルまつり開催日  ６月１２日（日）     ■場所  吉岡温泉街～長柄川（鳥取市吉岡温泉町） 

≪無料シャトルバス≫  

■運行日  ６月１日（水）～６月１５日（水）※１２日を除く    ■運賃  無料 

■問い  吉岡温泉ホタルまつり実行委員会  電話 0857-57-0800   
 

【 樗谿（おうちだに）公園 –鳥取市- 】 

鳥取駅から徒歩で２０分程のホタル観賞スポットです。ホタルの飛ぶ時期に合わせて、隣接する「やまびこ館」では、

企画展も開催します。また、鳥取市循環バス「くる梨」も期間限定で夜間運行の予定です。 

■見頃  ５月下旬～６月中旬     ■場所   樗谿公園（鳥取市上町） 

■問い  鳥取市観光案内所  電話 0857-22-3318  

≪企画展「蛍狩りの情趣」≫ ホタルの描かれた錦絵の他、調度品なども紹介します。   

■開催日  ５月２１日（土）～６月２１日（日）  ■料金  無料   

■問い  鳥取歴史博物館「やまびこ館」 電話 0857-23-2140  ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.tbz.or.jp/yamabikokan/ 
 

【 はわい温泉・東郷温泉宿泊者限定 ホタルバス 】 

ホタルの飛び交うこの時期に、ホタルの観賞名所へ宿泊者限定のホタルバスを運行します。 

■運行期間  ６月１１日（土）～６月２６日（日）※毎日運行、当日午後５時３０分までに宿泊旅館へ申込ください。  

■時間  午後８時 はわい温泉出発 

■問い  はわい温泉・東郷温泉旅館組合  電話 0858-35-4052  

※ホタルの観賞期間は、天候や環境状況で変更する場合があります。 

 

２．穴場だでぇ～ステキな公園巡り♪ ～鳥取市 真教寺公園 編～ 
 

鳥取駅から徒歩で１０分程の市内中心部に位置する「真教寺公園」。別名「動物公園」は、その名の通り、猿、う

さぎ、やぎ、ふくろうなどのさまざまな動物がいる公園です。春は桜が咲き、夏はジャブジャブ噴水広場で水遊

びを楽しむ多くの家族連れが訪れます。毎週木曜日と日曜日には、うさぎやテンジクネズミに触れ合える「ふれ

あい体験」も実施されます。 

≪ふれあい体験≫ ■開催日時  毎週木曜、日曜 10：00～11：30  ※対象年齢４歳以上 

■場所  鳥取市戎町 505-2  ■駐車場  無料   ■問い 真教寺公園 管理事務所 電話 0857-21-7225   

≪最寄りの観光地≫ わらべ館（徒歩１０分程度）、仁風閣（徒歩１５分程度）、鳥取砂丘（車で２０分程度）、 

鳥取港・賀露（車で２０分程度）、鳥取砂丘コナン空港（車で２０分程度） 
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３．最新情報・イベント情報 
 

【みくりやポートフェスティバル＆さざえ祭２０１６】  

美味しいとれたてサザエの壺焼きやサザエごはん、大山おこ

わの出店やフリーマーケットの開催もあります。今年は、５人１

組でボートや騎馬戦、仮装で競う後醍醐レースも再開します！  

■開催日  ５月１５日（日）     

■会場  御来屋漁港周辺（西伯郡大山町御来屋） 

■問い  大山町企画情報課  電話 0859-54-5202   
 

【第１６回ＳＵＮ－ＩＮ未来ウォーク】  

初心者や子どもも参加可能な歩育コース（３キロ）、赤瓦白壁土蔵群コース（５キロ）から里見八犬伝・国鉄廃線

跡コース（４０キロ）まで多彩なコースを準備しています。  

■開催日  ６月４日（土）、５日（日） ※申込期限 ５月２５日（水）必着    

■会場  主会場：倉吉未来中心（倉吉市駄経寺町 212-5） 

■参加費  一般：当日 2,000円（事前申込 1,800円）、大学・短大・専門学生：500円、 

高校生以下：無料  ※参加費は１日でも、２日間参加でも同額です。 

■問い  未来ウォーク実行委員会  電話 090-9730-1089 
 

【地ＢｅｅｒＦｅｓｔ大山】 

毎年大人気の地ビールフェスタが、今年も大山で開催されます。１１の都道府県から約６０種のビールをお届け

します。それぞれの個性と品質をお楽しみください。なおチケットは全国のコンビニで事前に購入可能です。 

■日時  ６月１１日（土）11：00～21：00、１２日（日）10：00～16：00 ※小雨決行 

■チケット料金  ５杯券：当日 1,900円（前売 1,600円、オリジナルグラス付 1,900円） 

           飲み放題券：5,000円（前売 4,500円） ※チケットは、５月初旬より販売開始  

■会場  桝水高原駐車場（西伯郡伯耆町）  ■問い  地ＢｅｅｒＦｅｓｔ大山実行委員会（伯耆町商工観光課）  

電話 0859-68-4211  ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://beerfestdaisen.com/   
 

【とっとり花回廊 –サマーフェスタ・ムーンライトフラワーガーデン-】 

夏の花を存分に楽しむ「サマーフェスタ」が開催されます。また世界的照明デザイナーが手掛けた庭園のライト

アップは、ロマンチックな園内を演出。夜に咲く花や、昼間とは異なる花回廊の魅力をお楽しみいただける「ム

ーンライトフラワーガーデン」も開催します。 

≪サマーフェスタ≫■開催期間 ７月１６日（土）～８月２８日（日） 

≪ムーンライトフラワーガーデン≫  

■開催期間  ５月２１日（土）～６月１２日（日）及び８月６日（土）

～８月２８日（日）の土曜日と日曜日及び８月１１日、１２日、１５日 

■問い とっとり花回廊（西伯郡南部町鶴田 110）  

電話 0859-48-3030 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.tottorihanakairou.or.jp/ 
 
【湖山池遊覧船 運行期間の変更】 

平成２８年度の運行スケジュールが変更になりました。 

○お花見遊覧船：３月～４月末、○初夏遊覧船５月～６月末、○秋の行楽遊覧船９月１７日～１１月末 

■問い  湖山池遊覧船  電話 0857-30-5078  ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.yourun1000.com/ 

http://beerfestdaisen.com/index.shtml
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４．まちぶら♪  ～大山エリア編～ 
  

中国地方最高峰の大山は、東西南北の見る方向によって、さま

ざまな表情をみせる神秘の山です。６月５日は夏山開きが行わ

れ、４日の前夜祭での２，０００本のたいまつ行列は幻想的です。 
 
 

【１】森の国であそぶ！ 

西日本最大規模の自然体験施設。アスレチック、広場で遊べる

遊具の他に、季節ごとの自然体験プログラムもたくさんあります。

もちろん大山という好立地の環境ならではの、キャンプや BBQ、

ドッグランなども体験できます。 

■営業時間  9：00～17：30   ■駐車場  ５００台無料 

■料金  大人（中学生以上）900円、小人（３歳以上）700円、 

入場１DAY フリーパス（３歳以上一律）1,500円 

※その他団体割引、年間パスポート、愛犬料金等有、各種体験

プログラムは別途有料    

■問い 森の国（西伯郡大山町赤松 634） 電話 0859-53-8036  

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.japro.com/morinokuni/  
   
 

   ⇓ 車で約 20分  
【２】桝水高原天空リフトに乗って♪ 

日本海を一望できるこのリフトからは、天候の条件があえば、

遥か隠岐島まで見渡すことができます。また、夕焼け・夕日

が美しく見える時間帯もおすすめです。 

■営業時間  9：00～17：00 ※無休（悪天候の場合は運休有）   

■料金      往復：大人（中学生以上）700円、小人：（４歳～ 

小学生）600円  ※片道料金、団体料金も有 

■問い     エムケイ開発株式会社（西伯郡伯耆町大内

桝水高原 1069-50） 電話 0859-52-2420  ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.masumizu.net/lift.html  
  
 

   ⇓ 車で約 5分  
 

【３】大山まきばみるくの里で名物ソフトクリームを食べる！  

大山まきばみるくの里は、大自然を眺めながら食事のできる

レストラン、バーベキューフロア、地元生産者が搾った新鮮な

牛乳を使った各種お土産を取扱う売店があります。また、生乳

をたっぷり使用した特製のソフトクリームは、過去に１日約５，

０００個も売れた事がある人気商品で、これを目当てに来られ

る観光客も多いです。 

■問い  大山まきばみるくの里（西伯郡伯耆町小林 2-11）  

電話 0859-52-3698 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://milknosato.com/ 
 

     ⇓ 車で約 1時間  
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【４】大山温泉に泊まって疲れを癒す 

≪大山ロイヤルホテル≫ 

高原リゾートならではの、くつろぎの時間を過ごせます。自慢の露天風呂 

は、地下約１０００ｍから汲み上げた大山温泉で、日帰り入浴も可能です。 

≪日帰り入浴有≫ 露天風呂有    ■料金 大人 1,500円    ■問い 大山ロイヤルホテル 

（西伯郡伯耆町丸山中祖 1647-13） 電話 0859-68-2333 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.daiwaresort.jp/daisen/ 
 

≪大山レークホテル≫ 

庭園に広がる大きな湖畔が印象的。都会のホテルでは味わえ

ない静寂と四季折々の情景を過ごしていただけるホテルです。

リニューアルしたプラチナスイートは、広々としたラグジュアリー

な二間つづきの内湯付きで、ゆったりとした贅沢な時間を過ご

していただけます。また大山伽羅温泉は、２０１５年８月に展望

風呂としてリニューアルしました。 

■問い  大山レークホテル（西伯郡大山町鈑戸 1521-154） 

電話 0859-52-3333 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ https://daisen.com/ 
 
 

≪日帰り温泉なら -白鳳の里「淀江ゆめ温泉」-≫  

湧出量が豊富なかけ流しの大浴場と、森林浴をしながら温泉浴がで

きる露天風呂があります。併設のどんぐり館では、どんぐり焼酎、ど

んぐり味噌など特産品の販売。どんぐりソフトクリームや、毎朝自家

工房で作る出来たての名水豆腐が食べられるレストランもあります。 

■温泉利用時間 10：30～22：00 （21：00受付終了）  

■どんぐり館利用時間 10：00～17：00 レストラン 11：00～15：00 

※両施設とも第４水曜日休館   ■温泉利用料金 大人 720円、中高生 600円、小人（３歳～）400円 

■問い 白鳳の里（米子市淀江町福岡 1547） 電話 0859-56-6801 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.hakuhou.jp/onsen_top.html 

https://daisen.com/
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５．とっとりをまるごと体験 

【するめ作り・アゴすくい体験】  

≪アゴすくい≫※個人メニュー 

アゴ（トビウオ）はこの時期旬を迎え、岩美町でのおすすめ体

験メニューです。アゴが光に集まる習性を利用してライトを照

らし、水面に浮かんでくる魚をすくいます。浜や岸から近い漁

場で漁を行うので、小さなお子様でも体験していただけます。 

■体験時期  ５月下旬～６月下旬  ■所要時間 約９０分    

■催行人数  １人～５人    

■体験料金  大人 5,000円、子供 3,500円     

■１泊２食の民宿宿泊セット 大人 10,000円、子供 7,000円 

■問い・申込み 東浜２０号宿舎中村 

（岩美郡岩美町陸上 693）電話 0857-72-0273   

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.iwamikanko.org/pages/taiken/ago 
 

≪するめ作り≫※団体メニュー 

鳥取名産のイカを使った、全国でも珍しい田後（たじり）の「す

だれ天日干し」。お土産付きの体験メニューです。 

■体験時期  ３月～５月、８月～１２月     

■所要時間  約６０分   ■催行人数  １０人～４０人 

■体験料金  大人 1,500円 ※スルメ２枚当日夕方持帰り有 

■問い・申込み  田後漁業協同組合女性部 

（岩美郡岩美町田後 68）  

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.iwamikanko.org/pages/taiken/surume 

 
 
６．交通情報 

【ループ麒麟獅子バス】 

休日や夏季に鳥取市内の観光地を回るバス「ループ麒麟獅子」が、コースを改め運行開始しました。 

■運行日  土曜、日曜、祝日、振替休日、夏季    

■コース  鳥取駅⇒わらべ館⇒鳥取城跡⇒渡辺美術館⇒砂丘センター展望台⇒砂の美術館前⇒鳥取砂丘 

（砂丘会館）⇒砂の美術館前⇒こどもの国⇒鳥取港（賀露神社前）⇒鳥取港（かにっこ館前）⇒ 

湖山池ナチュラルガーデン⇒鳥取駅  

■料金   大人（中学生以上）：300円、小人（小学生以上）：150円、幼児：大人１人につき１人無料、２人目 

からは 150円、お得な１日乗車券（乗り放題）600円 

■問い   日ノ丸自動車 電話 0857-22-5155、日本交通 電話 0857-23-1122  

平成２８年４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/ 

 


