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１． ＴＯＴＴＯＲＩ☆写真アート  

【植田正治写真美術館 －伯耆町－】     

境港市に生まれた写真界の巨匠「植田正治氏」は、世界で最も注目された日本人写真家のひとりで、山陰の空、

地平線、砂丘を背景に被写体をまるでオブジェのように配置した『植田調』と呼ばれる写真が有名です。美術館

は、国立公園大山の麓に建つ近代的な建物で、島根県出身の建築家、高松伸氏がデザインしたものです。一

室には、世界最大級のカメラレンズが設置してあり、大山の姿が映し出されます。また美術館そのものがアート

を生み出す場所にもなっていて、来館者が思い思いにシャッターを切ることができるスポットもあります。 

■休館日  毎週火曜日 ※１２月１日～２月末までは冬季休館    ■開館時間  9：00～17：00 

■入館料  一般 900円、高校大学生 500円、小中学生 300円 ※団体料金他あります。 

■問合せ  植田正治写真美術館（西伯郡伯耆町須村３５３－３）  

電話 0859-39-8000  ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.japro.com/ueda/  

 

【塩谷定好（しおたにていこう）写真記念館 －琴浦町－】   

芸術写真の分野で草分け的存在として活躍した塩谷氏。琴浦町の廻船問屋に生まれ、小学校５年の時にカメ

ラを手にしました。生涯にわたり山陰地方の自然や人を取り続け、のちに植田正治氏の才能を発掘したことで

も有名です。明治初期に建てられた商家である生家を改装した記念館には、ギャラリーや生前愛用していた

品々などが展示されています。蔵を再利用したカフェが館内にあり、ゆったりとした時間を過ごせます。 

■休館日  毎週火曜日   ■開館時間  9：00～16：00 

■入館料  一般 300円 ※中学生以下無料、団体料金（１５名以上２００円）他あります。 

■問合せ  塩谷定好写真記念館（東伯郡琴浦町赤碕１５６８） 電話 0858-55-0120 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://teiko.jp/                
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２．春のアクティビティー 
 
【日野川ラフティング】 

６人乗りのゴムボートに乗って日野川を爽快に下ります。水量

があるこの時期限定のアクティビティーです。 

■開催日   ４月、５月の土日祝日及び GWの期間中    

■集合場所 リバーサイドひの駐車場（日野町下榎１１８３）  

■体験料  半日コース：大人 3,000円、中学生以下 2,500円   

親子 5,000円 ※保険代、入浴代含 

■問合せ  日野町教育委員会 電話 0859-72-2107  
 
【袋川 桜の花見カヌー】 
鳥取市の袋川沿いに桜が咲く時期限定のアクティビティー。 

■開催日   ３月末～４月初旬の桜の咲く時期    

■開催場所  鳥取市内 袋川  

■体験料    4,000円/１人 

■問合せ    鳥取県自然体験塾 電話 090-9465-6040  

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.hal.ne.jp/sizen/ 
 
【１０人乗りカヌーが浦富海岸に登場！】 
カナディアンタイプの１０人乗りカヌーが完成しました♪春から浦富海岸の海で楽しめます。 

■開催時期  ４月～１０月中旬           ■集合場所     渚交流館（岩美町牧谷６９０－２０）  

■体験料   3,500円/１人              ■最少催行人数  ５名～ 

■問合せ    渚交流館 電話 0857-73-0118 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://iwami.to/ 

 

３．交通情報  

【ボンネットバスでめぐるレトロなバスツアー２０１７】 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

■定員   各コース先着２０名 

■参加費  3,000円（税込）  

※食事代、入浴料等は含まれません。   

■問合せ  日本交通旅行者 鳥取営業所  

電話 0857-26-3111   

≪バス愛好家さんこだわりコース≫ 

ボンネットバスと観光地を撮影し放題ツアー！ 

■運行日 ７月２１日(金)、９月１日(金) 

■コース 鳥取駅⇒鳥取砂丘⇒西脇海岸⇒東浜

駅⇒道の駅「きなんせ岩美」⇒田後港⇒

城原海岸⇒岩美駅⇒岩井温泉⇒鳥取駅⇒

鳥取空港 

≪アニメの世界へようこそコース≫ 

人気アニメのロケ参考地を巡るツアー！ 

■運行日 ４月８日(土)、５月２０日(土)、６月２４日(土)、

７月１日(土)、７月３０日(日)、８月５日(土)、８月１９

日(土)、８月２７日(日)、９月１６日(土)、１０月２２日

(日)、１１月１１日(土)、１１月１８日(土) 

■コース 岩美駅⇒河崎橋⇒道の駅「きなんせ岩美」

⇒浦富海岸島めぐり遊覧船⇒日野神社⇒網代隧

道⇒城原海岸・田後港⇒荒砂神社⇒浦富交差点⇒

鳥取砂丘⇒鳥取駅⇒鳥取空港 
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【鳥取・蒜山とりミングバス】 鳥取県中部発着の日帰りバスツアー。 

■運行期間  ４月２日（日）～９月２４日（日） 期間中の毎週日曜日   

■行程（案）  はわい温泉(乗車のみ)⇒三朝温泉(乗車のみ)⇒倉吉駅（乗車のみ）⇒ひるぜんジャージーランド 

⇒蒜山高原センター⇒道の駅琴の浦⇒青山剛昌ふるさと館⇒倉吉白壁土蔵群⇒倉吉駅（降車 

のみ）⇒三朝温泉（降車のみ）⇒はわい温泉(降車のみ)  

■料金      大人 5,000円、子ども 3,000円 

■席数      ４３席 ※前日１７時までの要予約受付 （最少催行人数２名） 

■問合せ   鳥取県中部観光推進機構 電話 0858-24-5024   

 

４．イベント情報 
 
【第８回浦富海岸ジオウォーク】 

山陰海岸ジオパークの浦富海岸で潮風を感じながら楽しむウォー

キングイベント。 

■開催日     ５月２７日（土）        

■申込期限   ５月１日（月） ※ただし定員になり次第締切    

■コース  Ａ：山陰海岸ジオパークコース(約４．５km)中級者向け 

   B：日本の渚百選コース（約５．７ｋｍ）初級者・ファミリー向け 

   Ｃ：自然歩道踏破コース（約３．６ｋｍ）上級者向け  

■参加費  1,000円／１人 ※漁師鍋、特産品市場利用券、参加賞、抽選会等   

■問合せ  岩美町商工観光課 電話 0857-73-1416   
 
【三朝☆日本遺産ウィーク！「三徳縁権現祭（みとくえんごんげんさい）」・「花湯まつり」】     

日本遺産に認定後初めての「三徳山御幸行列」の開催。今年は祭りの開催時期をずらして、三朝温泉の「陣

所」と共に楽しんでいただける１週間となります！期間中は、打上花火やミニコンサートが開催予定です。 

■問合せ  三朝温泉観光協会  電話 0858-43-0431   
 

【大山寺御興行幸】 

平安時代に始まった大山寺の祈願法要「御幸」。３年に１度の伝統

行事が、この春開催されます。 

■開催日    ５月２４日（水）      

■開催場所  大山寺参道及び周辺 （西伯郡大山町大山） 

■問合せ    大山観光案内所 電話 0859-52-2523  

≪花湯まつり≫ 

東が勝てば豊作、西が勝てば商売繁盛の一年になると伝え

られている綱引きで、地元民と観光客が一緒になって綱を

引く陣所が行われます。 

■開催日 ５月３日（水・祝）、４日（木・祝） 

■場所  三朝温泉街 

 

≪三徳縁権現祭≫ 

３年に１度開催される、三朝の温泉街を練り歩く御幸行列です。 

■開催日 ４月２９日（土） 

■場所  三徳山三佛寺境内～三朝温泉街 
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５．まちぶら♪ ～江府エリア編～ 
 

 

 

 

 

 

 

 

【１】 道の駅奥大山  

人気Ｎｏ.１商品「アペゼの焼きドーナツ」「奥大山の水」 

地元の特産品が揃う「物産館マルシェ」、農家から届く、朝どれ野菜や山菜が並ぶ「直売所みちくさ館」、大山お

こわ、奥大山手打ちそばが人気の「御食事処 なないろ樫（がし）」があります。売れ筋商品のひとつが、プレー

ン、ブルーベリー、ココア、抹茶に季節限定の味など、種類豊富な手作り焼きドーナツ。油で揚げないヘルシー

さと、カステラのようなしっとりとした食感が人気です。また、西日本最大のブナ林が育んだ天然水もオススメで

す。サントリーの天然水を作っている工場が近くにあり、見学も可能です。 

■問合せ  道の駅奥大山（江府町佐川９０８－３） 電話 0859-75-3648  

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.okudaisen.org/station/ 

 

【２】奥大山ひなまつりコレクション 

町内の約６０ヶ所の民家や事業所に、時代・様式さまざまな雛人形が

並びます。期間中は奥大山グルメも楽しむことができます。 

■開催日   ３月２６日（日）～４月２日（日）  

■会場     江府町江尾の街中 

■問合せ   奥大山ひなまつりコレクション実行委員会事務局  

電話0859-72-3122 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.town-kofu.jp/kanko/15/8/ 
 

【３】江府町に泊まるなら！～休暇村奥大山～ 

標高９２０ｍの大自然が自慢の静かな高原リゾートで、５０室ある客

室や地下２５０ｍから汲み上げた硬度１５～２０の「超軟水」を使用し

た天然水浴場があります。また大山鶏、大山豚を使用した料理や、

松葉がになど季節ごとに味わえる旬の料理がいただけます。 

■問合せ 休暇村奥大山（江府町御机字鏡ヶ成７０９－１）  

電話 0859-75-2300 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.qkamura.or.jp/daisen/ 
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【４】西日本最大級の広さ！～奥大山ブルーベリーファーム～ 

黒ボクの肥沃な大地で４７品種のブルーベリーを栽培していま

す。春はブルーベリーの花が咲き、夏は涼しくブルーベリー狩り、

秋になるとブルーベリーの紅葉と奥大山の紅葉が同時に楽しめ

ます。広大な敷地内には、車いすが入りやすいバリアフリー農

園やドッグラン、カフェスペースも併設されています。 

■開催時期  ７月上旬～９月下旬 ■営業時間 9：00～17：00 

■入園料金  大人 800円、小学生 500円、幼児無料     

■駐車場    普通車５０台、大型バス１０台 

■問合せ    奥大山ブルーベリーファーム（江府町笠良原７３９－４３） 電話 0859-75-6088  

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.kasarabara.com/about.html 
 

【５】５００年の伝統「江尾（えび）十七夜」 

かつて、伯耆の国「江尾城」では、毎年盂蘭盆１７日

の夜に城門を開放し、町民や農民たちの出入りを自

由にし、無礼講で盆の供養と豊年を祈る踊りや力くら

べの角力で一夜を明かしていました。落城した後も住

民たちが盆の１７日に踊り伝え続けたものが、現在の

「江尾十七夜のこだいぢ踊り」として５００年の時を経

て、今も江尾十七夜の祭りで踊られています。祭りの

日、露店通りでは狭いスペースに店がずらっと並び、

昭和の時代にタイムトリップした気分を味わえます。 

■開催日   毎年８月１７日    ■会場 江尾の街中 

■問合せ   江府町観光協会  電話 0859-75-6007  ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.town-kofu.jp/kanko/15/3/ 
 

【番外編】写真スポット！  

～茅葺き小屋と大山、鍵掛峠、ブナのトンネル～ 

江府町の魅力は日本の原風景。全国からカメラマンが集う

奥大山の撮影ポイントを紹介します。          

◆茅葺き小屋と大山 

（左上）                                

◆ブナのトンネル 

（左下） 

◆鍵掛峠 （右） 

 

■問合せ   

江府町観光協会  

電話 0859-75-6007  
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６．とっとりをまるごと体験 

☆団体様向け情報 【鳥取砂丘らっきょう収穫体験】 

鳥取砂丘東側に約１２０ヘクタールのらっきょう畑が

あります。この広大な畑でらっきょう掘りをし、掘った

らっきょうをお土産に持ち帰ることができる昼食付き

の体験プランです。 

■開催期間  ５月～６月頃      

■所要時間  約３０分       

■催行人数  １０人～ ※要事前予約      

■体験料金  1,100円 ※昼食代を含む           

■問合せ    鳥取砂丘会館  電話 0857-22-6835  ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://sakyu.gr.jp/ 
 
 

７．最新情報  

【１】とっとり春旅夏旅パスポート「トリパス」 ４月から利用可能 

県内の観光施設、宿泊施設、飲食店などで受けられる特典や、スタンプ

ラリーなどのお楽しみ企画を掲載した「トリパス」。現行の秋冬版は３月末

まで利用でき、春夏版の「トリパス」は４月から利用ができます。 

応募チャンスが３回あるスタンプラリー、季節のベストスポット紹介、各施

設の優待特典など県内の魅力をたっぷり掲載しています。 

■利用期間  平成２９年４月１日～９月３０日 

■問合せ    （公社）鳥取県観光連盟 電話 0857-39-2111  

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.tottori-guide.jp/   
 

【２】新 昼食グルメ「たたらんち」 販売開始 

日野郡（日南町、日野町、江府町）の歴史と深い

繋がりのある日本古来の製鉄法「たたら」を和洋

中の料理で表現した昼食グルメが、いよいよゴ

ールデンウィークにデビューします。 

日野郡の旬の野菜や素材が存分に楽しめます。 

■名称    日野郡３町三色たたらんち 

■販売店舗 〔和〕休暇村奥大山、そば道場たたらや、門脇旅館   〔中〕ふるさと日南邑 

〔洋〕エミーズカフェ、リバーサイドひの、レストランもり   

■問合せ   日野郡たたらんち推進委員会・日野郡広域交流促進協議会（日野振興センター日野振興局内）  

電話 0859-72-2082  ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.pref.tottori.lg.jp/hinokankou/ 

 

平成２９年２月２７日発行 

 

 

 

 

〔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/ 

 

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

