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１．とっとりの春の訪れ！ 

鳥取県内には、満開に咲き誇る桜の名所がたくさんあります。今年の春は、桜を愛でに鳥取へお越しください。 

県内の主な桜スポットをご紹介します。 

（開花時期は、毎年異なりますので、下記までお問い合わせください） 

 

＜鳥取城跡・久松公園（きゅうしょうこうえん）＞ 

鳥取気象台による桜の開花宣言の指標となる標準木が 

あり、ソメイヨシノやサトザクラなど約２４０本の桜が咲き 

誇ります。「日本さくら名所１００選」に選定されている桜 

の名所です。 

■場 所   鳥取市東町                      

■問合せ  鳥取市観光案内所 電話 0857-22-3318 

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

 

 

 

＜鹿野城跡公園（しかのじょうせきこうえん）＞ 

                                        鹿野城主亀井家の居城跡で、内堀、外堀、石垣などが 

当時の面影を留めています。約５００本のソメイヨシノの 

名所として親しまれています。 

                                  ■場 所   鳥取市鹿野町鹿野                      

■問合せ  鳥取市観光案内所 電話 0857-22-3318 

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

 

 

 

 

 

＜船上山（せんじょうさん）万本桜公園＞ 

後醍醐天皇ゆかりの「船上山」の麓にある公園で、遅咲き 

のヤエザクラの名所です。 

見頃となる４月下旬には「さくら祭り」が開催され、多くの 

人が花見に訪れます。 

■場 所   琴浦町山川 

■問合せ  琴浦町観光協会 電話 0858－55-7811 

      ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.kotoura-kankou.com/ 
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＜打吹公園（うつぶきこうえん）＞ 

                         明治３７年、大正天皇が皇太子の時に山陰地方を行啓 

された際、その記念として倉吉のシンボル「打吹山」の 

麓に開かれた公園です。 

「日本さくら名所１００選」に選ばれた山陰随一の桜の 

名所で、ソメイヨシノやシダレザクラが咲き誇ります。 

  ■場 所  倉吉市仲ノ町 

                          ■問合せ  倉吉白壁土蔵群観光案内所 

電話 0858-22-1200                   

                               ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ https://www.kurayoshi-kankou.jp/ 

 

＜湊山公園（みなとやまこうえん）＞ 

米子市内屈指の桜の名所で、約５００本のソメイヨシノが 

植えられており、桜並木を彩ります。 

例年見頃となる３月下旬～４月上旬には「米子桜まつり」 

が開催されます。 

■場 所  米子市西町 

■問合せ 米子市観光協会 電話 0859-37-2311 

      ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.yonago-navi.jp/ 

 

 

＜法勝寺川の土手（ほっしょうじがわのどて）＞ 

                        ５．３ｋｍにわたって、法勝寺川土手に桜が咲き誇ります。 

夜はボンボリが点灯し、幻想的な雰囲気の中、桜を楽しむ 

ことができます。 

■場 所  南部町法勝寺  

■問合せ 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/kyokai/ 

 

      

 

 

 

＜滝山公園（たきさんこうえん）＞ 

遅咲きのヤエザクラとミツバツツジの共演が大変美しいと 

有名な公園で、多くの観光客でにぎわいます。 

■場 所  日野町中菅 

■問合せ  日野町観光協会（日野町企画政策課内） 

          電話 0859-72-0332 

 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.town.hino.tottori.jp/kankou/ 
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２．とっとりのひなまつり！ 

【もちがせ流しびな】 

鳥取市の用瀬町(もちがせちょう）では、毎年旧暦の３月３日に「もちがせ流し 

びな」が開催されます。 

県無形民俗文化財に指定されているこの行事は、無病息災と幸せを願い、 

桟俵（さんだわら）に、男女一対の紙雛と桃の小枝や椿の花を添えて千代川 

に流します。会場周辺の民家の玄関先に雛人形が飾られ、楽しみながら 

散策できます。 

■日 時   ４月１８日(水) 午前１０時～、 ※幼子の雛流しは午後２時～ 

■会 場   もちがせ流しびなの館周辺（鳥取市用瀬町別府） 

■問合せ  もちがせ流しびなの館 電話 0858-87-3222 

        ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://nagashibinanoyakata.jp/publics/index/5/ 

 

 

【石谷家のお雛さま展】 

石谷家が所有する明治、大正、昭和の雛人形をはじめ、智頭町内から 

寄贈された歴史ある雛人形が展示されます。 

■期 間  ４月１８日（水）まで 午前１０時～午後５時 

■定休日 ３月までの毎週水曜日、４月以降は無休 

       （但し、３月２１日（水・祝）は開館、２２日（木）休館） 

■入館料 大人５００円、高校生４００円、小・中学生３００円  

      幼児・高齢者（８０歳以上）無料 

■会 場  国指定重要文化財石谷家住宅（智頭町智頭） 

■問合せ 一般財団法人因幡街道ふるさと振興財団（石谷家住宅） 

        電話 0858-75-3500 

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

 

 

【ちづ備前街道 雛あらし】 

古くから智頭町内では、桃の節句に、家々で飾られた雛人形を 

見てお菓子やごちそうを食べる「雛あらし」の風習があり、それ 

を再現した「ちづ備前街道 雛あらし」が開催されます。 

大正から昭和の雛人形や市松人形が民家や店舗に展示され、 

街中を彩ります。 

■期 間  ３月２４日（土）、２５日（日） 

■会 場  智頭駅から河原町商店街、智頭宿一円 

■問合せ 智頭町観光協会 電話 0858-76-1111 

 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www1.town.chizu.tottori.jp/kankou/ 

 

 

 

 

http://www.ifs.or.jp/
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【奥大山ひなまつりコレクション】 

江府町江尾(こうふちょうえび）地区では、女の子の健やかな 

成長を願い、６０を超える民家や商店で様々な雛人形が飾ら 

れ、街中が賑わいます。 

■期 間  ４月１日（日）～８日（日） 

■会 場  ＪＲ江尾駅周辺（江府町江尾） 

■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/ 

 

 

３．とっとりのイベント情報！ 

【とっとり花回廊 らんまつり】 

一年を通して季節の花々を楽しめる日本最大級のフラワーパーク「とっとり花回廊」で、「らんまつり」が開催され

ます。園内のフラワードーム内には、約３００株の胡蝶蘭のトンネルをはじめ、原始の森をイメージした演出など、

約３，０００株の蘭が咲き乱れ、見ごたえ充分です。  

 

 

 

 

 

 

 

■期 間  ３月１７日（土）～２５日（日） 午前９時～午後４時３０分 

（※最終入園：午後４時、期間中は無休） 

■問合せ とっとり花回廊（南部町鶴田） 電話 0859-48-3030  

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

 

【三朝温泉おかみの和紙灯り展】 

三朝温泉をやさしい和紙灯りが彩ります。各旅館の女将さんが、 

地元で採取した藤かずらと和紙で、丹精込めて手作りしたランプ 

を是非ご覧ください。 

■期 間   ３月１６日（金）～３１日（土） 午前１０時～午後５時  

※時間外は外からご覧いただけます 

■会 場  三朝温泉本通り「湯の村通りの店」 （三朝町三朝） 

■休館日  ３月２８日（水） 

■問合せ 三朝温泉旅館協同組合 電話 0858-43-0431 

        ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://spa-misasa.jp/ 

 

 

 

 

http://spa-misasa.jp/
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【野花梅渓（のきょうばいけい）散策ツアー】 

東郷湖を望む湯梨浜町野花地区では、湯梨浜町特産の梅「野花豊後(のきょうぶんご)」が栽培されています。 

約２，０００本の梅林は、例年３月上旬～下旬頃まで、特徴あるピンク色の美しい花を咲かせます。 

満開の梅の花と、東郷湖を眺める景色を散策しながら楽しみましょう。 

                                 

 

 

 

 

 

   

■期 間  ３月上旬～下旬（※天候等自然条件により開花状況は異なりますので、下記までお問い合わせ下さい。） 

■料 金  団体：３３０円／人（野花豊後の加工品付き）最少催行人数２０名、最大人数１２０名 

※事前予約、実施７日前 

個人：７００円／人（下記のプランよりお申し込みください） 

①燕趙園プラン：燕趙園入園（野花豊後の加工品＋燕趙園のお土産付き） 

②龍鳳閣プラン：龍鳳閣中国風呂入湯（野花豊後の加工品＋レンタルタオル無料） 

※販売窓口は「中国庭園燕趙園」になります。 

■問合せ  湯梨浜町観光協会 電話 0858-35-4052  ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ https://www.yurihama-kankou.jp/ 

 

【お得な日帰りバスツアー！鳥取・因幡Ｇバス】 

県東部の因幡路を巡るお得な日帰りバスツアー「鳥取・因幡Ｇバス」が今春も運行します。 

風情あふれる智頭の街並みをゆったり散策し、鳥取砂丘を巡るＧｒｅｅｎコースと、鳥取砂丘と浦富海岸の大自然 

の造形美を満喫するＧｅｏコースの２コースがあり、どちらも嬉しい昼食付です。 

Ｇｒｅｅｎコースは、三朝・はわい温泉宿泊の方も参加しやすくなりました。         

■Ｇｒｅｅｎコース運行期間  ５月１２日（土）～９月２２日（土）の毎週土曜日運行      

■Ｇｅｏコース運行期間  ５月１３日（日）～９月２３日（日・祝）の毎週日曜日運行   

■旅行代金 おとな（中学生以上）４，０００円 こども（３才～小学生）３，０００円 

■問合せ   一般社団法人鳥取市観光コンベンション協会  電話 0857-26-0756 

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

 

【倉吉白壁土蔵群 ぐるっと冒険クイズラリー（冬版）】 

江戸から明治にかけて建てられ、当時の面影を今に残す白壁土蔵群で、まち歩きがさらに楽しくなる「倉吉白壁 

土蔵群ぐるっと冒険クイズラリー」を開催中です。まち歩きの中で出題されるクイズの答えを探し出し、かわいい

「くらすけくん」グッズをもらおう。                               

■期 間  ３月３１日（土）まで 

       ※４月１日（日）からは春版のクイズラリーが始まり、 

         クイズの内容が変わります。                          

■料 金  無料 

■問合せ 倉吉白壁土蔵群観光案内所（午前８時３０分～午後５時） 

         電話 0858-22-1200 

         ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ https://www.kurayoshi-kankou.jp/ 
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【砂の美術館 「北欧編」が始まります！】 

砂像彫刻を専門に展示する「砂の美術館」で、「砂で世界旅行 北欧編」をテーマとした展示が始まります。 

世界トップクラスの彫刻家が、美しい北欧の自然や文化、歴史を砂像で表現します。 

砂が生みだす圧倒的なスケールの砂像彫刻を是非ご覧ください。       

■期 間  ４月１４日（土）～平成３１年１月６日（日） 

午前９時～午後６時（最終入館：午後５時３０分） 

※毎週土曜日のみ午後８時まで（最終入館：午後７時３０分） 

■休館日 期間中は無休 

■料 金  一般 ６００円（５００円） 小中高校生 ３００円（２００円） 

※（ ）内は２０名以上の団体料金 

＜前売割引チケット＞ ２月１日（木）～４月１３日（金）まで販売 

当日料金より１００円お得です。（一般 ５００円 小中高校生 ２００円） 

＜年間パスポート＞ ２月１日（木）～平成３１年１月６日（日）まで販売 

期間中、何度でも入館できます。（一般 １，０００円 小中高校生 ５００円） 

■問合せ 鳥取砂丘 砂の美術館（鳥取市福部町湯山） 電話 0857-20-2231 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.sand-museum.jp/  

 

４．交通情報 

【米子鬼太郎空港～皆生温泉 直行タクシー便 試験運行】 

米子鬼太郎空港から皆生温泉へのアクセスがお得で便利になります！米子鬼太郎空港と皆生温泉間をお得に

利用できる直行タクシー便（※小型タクシー限定）が期間限定で運行されます。 

米子鬼太郎空港発着の航空便を利用の方が対象で、片道２，０００円でご乗車いただけます。（※通常利用時の

料金３，８００円） 

■運行期間  ３月３１日（土）まで 

■運行区間  米子鬼太郎空港⇔皆生温泉 

■利用料金  ２，０００円／台（片道 ※指定タクシー会社の小型タクシー限定） 

■利用方法  ・事前予約：指定のタクシー会社に事前に電話でお申し込みください。 

          ・当日予約：当日、予約窓口に直接お申し込みください。 

         ○米子鬼太郎空港予約窓口 

米子鬼太郎空港 1階国内線到着ロビー総合案内所  電話 0859-45-6121           

         ○皆生温泉予約窓口 

皆生温泉旅館組合 電話 0859-34-2888 

■問合せ   ○利用条件に関すること 

             米子空港利用促進懇話会（事務局：鳥取県観光戦略課） 電話 0857-26-7099 

             米子空港ビル 電話 0859-45-6121 

         ○タクシーの運行に関すること 

           米子ハイヤーセンター 電話 0859-22-2842 

    平成３０年１月２５日発行 

 〔とっとり観光ニュース〕 
  
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(著作権表示が付いている記事等は除く)。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/ 

 


