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１．とっとり秋のイベント! 

 

【来んさい！見んさい！踊りん祭！！】 

智頭（ちづ）町で毎年開催される躍動感あふれるまつりです。町内外から、 

たくさんの踊り子がよさこい踊りなどを披露します。会場が一体となって踊る 

総踊りは迫力満点です。 

■日 時  ９月２日（土）午後２時～午後８時 

■場所（メイン会場） ＪＲ智頭駅前商工会横駐車場（智頭町智頭宿） 

■問合せ  智頭町観光協会  電話 0858-76-1111  

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://cms.sanin.jp/p/chizu/kankou/event/kinsai/  

 

【倉吉せきがね里見まつり】 

滝沢馬琴（たきざわばきん）が書いた長編小説「南総里見八犬伝」のモデル   

となったといわれる江戸時代初期の倉吉藩主、里見忠義（さとみただよし）公 

と、「八賢士」と呼ばれる８人の忠臣を偲び、様々な催しが開催されます。 

今年は、昨年の震災からの復興も祈念して実施され、時代行列をはじめ、 

子供歌舞伎、八賢士太鼓などのステージイベントで賑わいます。また、関金 

温泉開湯１３００年の節目の年であることから、普段お目にかかれない日本 

古来の楽器による雅楽の演奏も行われます。 

■期 日   ９月３日（日） 

■時間・場所  

[神   事]     午前９時～午前１０時：主従の廟前（倉吉市関金町堀） 

[時代行列]     午前１１時～午後２時３５分：大岳院（倉吉市東町）よりスタート 

[ステージイベント] 午後２時～午後５時：関金小学校（倉吉市関金町関金宿） 

■問合せ    倉吉せきがね里見まつり実施委員会（倉吉市観光交流課内） 

電話 0858-22-8158 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.city.kurayoshi.lg.jp/gyousei/div/kikaku/kankoukouryu/56/e121/ 

 

【大山まきば祭】 

大山の麓、伯耆町にある大山まきばみるくの里で「大山まきば祭」が開催さ 

れます。当日は、ステージイベントや乳搾りなどの体験コーナー、物産販売 

など多彩な催しが開催されます。 

■日 時   １０月１日（日） 午前１０時～午後３時 

■場 所   大山まきばみるくの里 芝生広場（伯耆町小林） 

■問合せ   大山まきば祭実行委員会事務局（大山乳業農業協同組合） 

 電話 0858-52-2211 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.milknosato.com/ 
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【境港水産まつり】 

地元境港で水揚げされた新鮮なカニや魚介類をはじめ、水産加工品等が 

まつりならではの特別価格で販売されます。 

また、マグロの解体ショーや無料試食コーナー、地元の郷土芸能披露など 

が開催され、多くの人で賑わいます。 

■日 時   １０月８日（日）午前８時～午後３時 

■場 所   境港市昭和町 魚市場周辺 

■問合せ   境港水産振興協会 電話 0859-44-6668 

         ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://sakaiminato-suisan.jp/event.html 

 

【とっとりバーガーフェスタ２０１７】  

「全国ご当地バーガーグランプリ」が開催され、全国Ｎｏ．１ご当地バーガー 

を決定します。秋空の下、県内をはじめ全国から集まった「ご当地バーガー」 

を口いっぱいにほおばりましょう！ 

■日 時   １０月８日（日）午前１０時～午後４時 

        １０月９日（月・祝）午前１０時～午後３時 

        ※一部商品については、時間内に売り切れる場合があります 

         ので予めご承知ください。 

■場 所   大山寺・博労座駐車場（大山町大山） 

■問合せ   とっとりバーガーフェスタ実行委員会事務局 （大山観光局内） 

         電話 0859-52-2523  ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.tottori-bf.jp/ 

 

２．とっとりのカニ漁解禁と蟹取県ウェルカニキャンペーン！ 

 

カニの水揚げ量日本一の鳥取県でカニ漁がいよいよ解禁！鮮やかな紅色 

で甘みが凝縮されたベニズワイガニや、ぎっしりと詰まった身と上品な旨味が 

楽しめる松葉がに（ズワイガニ）などが水揚げされます。中でも最上級の松葉 

がには「特選とっとり松葉がに五輝星（いつきぼし）」として、ブランド化してい 

ます。ぜひ鳥取のカニをご賞味ください。 

★ベニズワイガニ            漁期 ９月～  ６月 

★松葉がに（ズワイガニ雄）       漁期１１月～  ３月 

★親がに（ズワイガニ雌）         漁期１１月～１２月 

★若松葉がに              漁期 １月～ ２月 

【蟹取県ウェルカニキャンペーン開催！】 

カニに対する情熱が、どの県にも負けない鳥取県では、今年も「蟹取県ウェル 

カニキャンペーン」を実施します。期間中に県内の対象宿泊施設ご利用の方 

を対象に、抽選で毎月１００名様（期間合計６００名様）に鳥取のおいしいカニ 

をプレゼントします。 

■期 間    ９月１日（金）～平成３０年２月２８日（水） 

■問合せ   鳥取県観光戦略課 電話 0857-26-7237 

          ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ https://www.kanitoriken.jp/ 
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３．とっとりの旬の食材！  

 

【モサエビ】 

クロザコエビを鳥取県では、「モサエビ」と呼びます。角ばった頭や、しっかり 

とした足が猛者（もさ）を想起させることからその名がついたといわれていま 

す。弾力のある食感や旨味が強く、甘味は甘エビ以上ともいわれ、刺身や 

塩焼き、味噌汁など様々な調理法で楽しめます。主に底引き網漁で漁獲さ 

れますが、漁獲量が少なく、遠隔地への出荷が難しいため、地元でしか味 

わえない「幻のエビ」とも呼ばれています。 

■漁 期  ９月～５月 

■問合せ 鳥取県食のみやこ推進課 電話 0857-26-7853 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.pref.tottori.lg.jp/178133.htm 

 

 

【鹿野そばとそばの花】 

鳥取市の鹿野町には、そば打ち体験が出来る「鹿野そば道場」のほか、伝 

統の「手打十割そば」や、鳥取地どりピヨを使用した「限定地鶏そば」などが 

楽しめる「鹿野そば処」など、県内でも有数のそば処として多くの方に親しま 

れています。同町の小別所地区では例年、９月下旬から１０月旬にかけて 

そばの花が咲き誇ります。 

 

＜鹿野そば道場＞ 

■営業時間 平  日 午前１１時３０分～午後２時 

      土日祝 午前１１時３０分～午後３時 

■定休日  毎月第２木曜日  

（第２木曜日が祝日の場合、第３木曜日） 

■そば打ち体験※要予約 

・体験料金 セット料金（１鉢４名様まで）と体験料金の合計 

（例） 

1名：2,916円、2名：3,024円、3名：3,132円、4名：3,240円          

・所要時間  約１時間３０分 

・対象年齢  ５歳以上（※１３歳未満の方は保護者同伴） 

■住   所 鳥取市鹿野町鹿野 電話 0857-84-3888 

         ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.shikano-soba.com/ 

 

＜鹿野そば処＞ 

■営業時間  平  日  午前１１時３０分～午後６時 

      土日祝 午前１１時３０分～午後７時３０分 

■定休日  毎月第１木曜日 

      （第１木曜日が祝日の場合、第２木曜日）  

■住   所 鳥取市鹿野町今市 電話 0857‐84-3456 
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４．まちぶら♪～日南町（にちなんちょう）エリア編～ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【日南町美術館】 

平成８年に開館した日南町美術館では、現在フランスで活躍中の日南町出身 

の画家、足羽俊夫（同美術館名誉館長）の洋画・版画・デッサンなど、約４００点 

の収蔵をはじめ、近代芸術家たちの絵画や彫刻などを企画展示しています。 

また、同町出身の現・株式会社サクラクレパス創業者佐武林蔵のコレクション 

を期間公開しています。 

 

＜現代アーティストたちのクレパス画展＞ 

■期 間     ７月２１日（金）～９月１７日（日） 

■開館時間   午前８時３０分～午後５時  

■休館日    毎週月曜日    

■入館料     一般５００円、高校生３００円、中学生以下は無料 

■問合せ     日南町美術館 電話 0859-77-1113 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://culture.town.nichinan.tottori.jp/bijyutukan/bijyutukan.top.html.htm 

 

 

【道の駅にちなん日野川の郷】 

平成２８年４月にオープンした「道の駅にちなん日野川の郷」には、地元で採 

れた農産物直売所をはじめ、レストランや観光案内所を完備しており、日南 

町特産のトマトを使用したトマトジュースやケチャップ、トマトのソフトクリーム、 

町内特産物で作ったドレッシングなどが販売され、連日多くの人で賑わって 

います。 

■営業時間  午前９時～午後６時  

■定休日    毎月第２水曜日、年末年始（１２月３１日～１月３日）   

■問合せ   道の駅にちなん日野川の郷  電話 0859-82-1707 

         ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://nichinan-hinogawanosato.jp/ 
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【福がたくさん！日南町内の神社】 

日南町には「福」の名前がついた縁起の良い神社がたくさんあり、県内の縁起の良い神社八社とその年の干

支にちなんだ神社を巡り開運を祈願する「因幡伯耆國開運八社巡り」でも立寄り地となっています。「開運八社 

巡り」では、手ぬぐいや福紗（ふくさ）を持って神社を巡り、朱印スタンプを押して完成させます。 

この地は、古来よりたたら製鉄が行われた地域としても有名で、福「ふく」は、製鉄炉へ「風を送る」意味である

と伝わっています。 

開運八社巡りﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ  http://www.tottori-guide.jp/kaiun8/ 

 

＜福榮神社（ふくさかえじんじゃ）＞ 

福榮神社は玉依姫命(たまよりひめみこと；初代神武天皇の御母神)と姫蹈鞴 

五十鈴姫命(ひめたたらいすずひめのみこと；初代神武天皇の后神)が祀られ 

ています。豊榮、神福、福塚の縁起の良い地名を持つ社地を合祀し、福が栄 

え、幸せを呼ぶ「福榮神社」として建立されました。 

神社に行く途中にある「福栄大橋」には、太鼓のモニュメントが設置されており 

橋を渡りきると太鼓のメロディーが流れることから、通称「太鼓橋」と呼ばれて 

います。 

■場 所    日南町神福 

■アクセス   ＪＲ生山駅から車で約２５分 

 

＜樂樂福神社（ささふくじんじゃ）＞ 

創建は千年以上昔といわれる樂樂福神社は、大日本根子彦太瓊尊（おおや 

まとねこひこふとにのみこと；第七代孝霊（こうれい）天皇）を主神とし、皇后、 

后妃、皇子及び其の御一族を祀っています。古くから砂鉄生産の守護神、地 

域の総氏神であり、開運招福・願望成就の福の神として人々の崇敬も篤く、 

たくさんの人々が訪れます。 

■場 所   日南町宮内 

■アクセス  ＪＲ生山駅から車で約１５分 

 

＜福成神社（ふくなりじんじゃ）＞ 

福成神社は、創建時期は不明ですが、古くから神戸上（かどのかみ）の守護 

神として崇敬され、山王権現（さんのうごんげん）と称されました。大正時代に 

５つの神社を合祀し、福成神社と改称されました。「荒神神楽」（こうじんかぐら） 

はここから伝わったといわれています。「福成」という名前から、「災い転じて福 

と成す」と成功祈願に多くの参拝客が訪れます。 

■場 所    日南町神戸 

■アクセス  ＪＲ上石見駅から車で約１５分 

 

≪問合せ先≫  

※３社とも、日南町観光協会 電話 0859-82-1715  

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.town.nichinan.lg.jp/kanko/ 
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【新・ご当地グルメ”たたらんち“ ふるさと日南邑ファームイン】 

かつて日野郡（日南町・江府町・日野町）では、日本古来の製鉄法「たたら製 

鉄」が盛んに行われ、質の高い玉鋼（たまはがね）を生産していました。 

たたら製鉄の「炎」や「鉄」をモチーフとして、黒い鉄板を使用し、アツアツの炎 

やジュージュー、グツグツと聞こえる音の演出など、五感を刺激する新ご当地 

ランチが新登場！日南町では、自慢の中華「二色あんかけ！鉄鍋炭火チャー 

ハンセット」が、ふるさと日南邑ファームインでいただけます。地元産の旬の食 

材を使用した限定ランチを是非ご賞味ください。 

■場 所    日南町神戸上 

■営業時間  午前１１時３０分～午後１時３０分（ランチタイム） 

■定休日    毎週火曜日 

■問合せ    日南邑ファームイン 電話 0859-83-1188                １日限定１０食 １，０００円（税込） 

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

 

５．サルビアにコスモスに・・・・初秋を彩る花々が楽しめる－とっとり花回廊－ 

 

園内の花の丘に約１０万株のサルビアが一面に咲き誇る時期にあわせ、「サル 

ビアフェスティバル」がとっとり花回廊で開催されます。まるで赤いじゅうたんを 

敷き詰めたかのような鮮やかで美しい光景が目の前に広がります。 

また、園内では、コスモスや菊など初秋を彩る花々も楽しめます。 

 

＜サルビアフェスティバル＞ 

■期 間    ９月１６日（土）～１１月５日（日） 

＜菊のトピアリー菊の恐竜展＞ 

■期 間    １０月７日（土）～１１月５日（日） 

 

■開園時間   午前９時～午後５時（４月～１１月）  

■入園料    大人１，０００円、小・中学生５００円（４月～１１月料金）  

■休園日    無休（９月～１１月） 

■問合せ    とっとり花回廊   電話 0859-48-3030  

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.tottorihanakairou.or.jp/ 

 

  

  

平成２９年７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.tottorihanakairou.or.jp/

