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１．大山開山１３００年祭がはじまります！ 

中国地方最高峰「大山」は、古くから山岳信仰が盛んで、大山寺が開創されて今年で１３００年を迎えます。 

伯耆国「大山開山１３００年祭」として、さまざまなイベントが開催されます。 

 

＜開山１３００年 記念特別法要＞ 

１３００年を記念した特別な法要により、参加する皆様にご利益を 

もたらします。また当日は、御輿行列も開催されます。  

■日 時   ５月２０日（日） 開創法要 午前１０時～  

特別祈祷（要予約） 午後１時３０分～ 

■場 所  大山寺本堂（大山町大山）  

■祈祷料  １０，０００円（特別祈祷）                    

■問合せ  大山寺 電話 0859-52-2158 

        ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.daisen1300.org/ 

 

＜開山１３００年 特別御朱印・御朱印帳＞ 

期間限定で特別な御朱印帳が販売されます。表紙は伝統工芸の 

「弓浜絣」を使用し、大山や弓ヶ浜が描かれています。 

御朱印も期間限定の特別なデザインです。                                         

■期 間  ５月２０日（日）～１１月３０日（金） 

■価 格  特別御朱印帳：５，０００円 

特別御朱印：３００円 

■場 所  大山寺本堂（大山町大山） 

■問合せ 大山寺 電話 0859-52-2158 

         ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.daisen1300.org/ 

 

＜皆生・大山 SEA TO SUMMIT １０thアニバーサリー大会＞ 

今年で開催１０周年を迎える「SEA TO SUMMIT」は、皆生・大山 

が発祥地です。カヤックやバイク、ハイクで楽しみながら自然を 

体感し、自然について考える環境スポーツイベントです。 

■期 日  ５月１９日（土）、２０日（日）                            

■場 所  皆生（米子市）～大山 

■問合せ 皆生・大山 SEA TO SUMMIT 実行委員会事務局 

        （株式会社モンベル広報部内） 電話 06-7670-3186 

      ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.seatosummit.jp/ 
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＜大山夏山開き祭＞ 

大山の本格的な登山シーズンの到来を告げる「大山夏山開き祭」が開催されます。 

前夜祭では、大神山神社奥宮で神事が行われ、その後「たいまつ行列」が、夜の大山を幻想的に彩ります。 

山頂祭では、大山の頂上で安全を祈願する神事が行われます。 

                                  

 

 

 

 

 

                               

 

■開催日 前夜祭：６月２日（土） 、山頂祭：６月３日（日） ※時間等詳しくはお問い合わせください。 

■場 所  前夜祭： [神事] 大神山神社奥宮 （大山町大山） 

             [たいまつ行列] 大神山神社奥宮～大山博労座駐車場（大山町大山）  

       山頂祭： 大山山頂 弥山                      

（注）たいまつ行列のたいまつは有料です。 

数に限りがありますので詳しくは、お問い合わせ 

ください。              

■問合せ 大山町観光案内所 電話 0859-52-2502 

 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.daisen.gr.jp/ 

 

 

＜地 Beer Fest大山＞ 

大山桝水高原を会場に、大山の名水を使用した鳥取の地ビール「大山Ｇビール」をはじめ、全国各地の地ビ

ールや、地元の食材の提供、ステージイベントなど、大自然の中で大山の恵みを存分にお楽しみください。

両日とも、米子駅前から大山桝水高原へ無料シャトルバスが約２０分おきに運行されます。 

 

 

 

 

 

 

 

   

■日 時  ６月９日（土）午前１１時～午後９時、１０日（日）午前１０時～午後４時 （少雨決行） 

■会 場  大山桝水高原（伯耆町大内） 

■料 金  ５杯券 当日：２，０００円（前売：１，６００円） 飲み放題券 当日：５，０００円（前売：４，５００円） 

■問合せ 伯耆町商工観光課 電話 0859-68-4211 

       ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://beerfestdaisen.com/ 
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２．とっとりのイベント情報！ 

【三朝温泉花湯まつり】 

国指定重要無形民俗文化財に指定されている伝統のお祭りで、祭りのメインイベント「陣所（じんしょ）」は、重さ 

４トンにもなる藤かずらで編んだ雄綱と雌綱を引き合う勇壮な大綱引きです。この綱に触ると無病息災といわれ、

綱引きの後に残った枝は、お守りとして持ち帰ることができます。「東」が勝てば豊作、「西」が勝てば商売繁盛の

一年になるといわれ、毎年多くの観光客も参加し迫力満点です。期間中、温泉街には約７０，０００球のイルミネ

ーションが点灯され、打上げ花火が三朝の夜空を彩ります。              

■日 時  綱からみ：５月３日（木・祝） 午前８時～午後５時 

花火：午後８時３０分～ 

大綱引き：５月４日（金・祝） 午後９時３０分～ 

花火：午後８時～ 

■会 場  三朝温泉街（三朝町三朝） 

■問合せ 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/ 

 

【植田正治写真美術館「撮ることにきめる」】 

世界的な写真家、植田正治の作品を展示する「植田正治写真美術館」で、写真家として最も意欲的に活動し、充

実していたといわれる１９７０年代から８０年代前半をはじめとする、数々の作品が展示される「撮ることにきめる」

が開催中です。ささやかな事物を写しとめるまなざしに、独特のユーモアと感性の数々をお楽しみください。 

■会 期  ６月３日（日）まで  午前９時～午後５時（最終入館は午後４時３０分）       

■休館日 火曜日（祝日の場合は翌日）※ ただし５月１日は開館 

■入館料 一般９００円（８００円）高校・大学生５００円（４００円） 

       小・中学生３００円（２００円） 

       ※ （   ）内は２０名以上の団体料金 

■問合せ 植田正治写真美術館（伯耆町須村） 電話 0859-39-8000 

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

 

【中部発！食のみやこフェスティバル】 

中部地域で採れた新鮮な農産物をはじめ、ご当地グルメや特産品の販売、あごのつみれ汁やイカ団子スープの

無料配布、体験コーナーやステージイベント等盛りだくさんです。期間中は、県中部総合事務所に臨時駐車場が

設けられ、イベント会場まで無料シャトルバスが運行されます。 

■日 時 ６月２３日（土） 午前９時～午後４時 

２４日（日） 午前９時～午後３時 

■会 場 大御堂廃寺跡 （倉吉市駄経寺町） 

■シャトルバス運行発着所  県中部総合事務所 （倉吉市東巌城町） 

■運行時間 ６月２３日（土） ※１５分間隔 

午前８時３０分（総合事務所発）～午後４時３０分（会場発） 

６月２４日（日） ※１５分間隔 

午前８時３０分（総合事務所発）～午後３時３０分（会場発）  

■問合せ  中部発！食のみやこフェスティバル事務局（ＪＡ鳥取中央 営農企画課内） 電話 090-9507-6272 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.chubuhatsu.info/ 
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【旧国鉄倉吉線廃線跡トレッキングオープンデー２０１８】 

通常は団体予約受付のみの「旧国鉄倉吉線廃線跡トレッキングツアー」に、個人でも参加できるツアーが始まり

ます。レールやホーム跡が残る廃線跡は全国でも珍しく、郷愁を感じながら、変化に富んだコースを楽しくトレッ

キングしましょう。                                  

■開催日 ４～６月と９～１１月の第３日曜日                       

     （４月１５日（日）、５月２０日（日）、６月１７日（日） 

９月１６日（日）、１０月２１日（日）、１１月１８日（日）) 

■時 間  午前９時から受付 午前１０時スタート  

コース：４．６ｋｍ 所要時間：約２時間 

■参加費 １，０００円（小学生未満：無料／小学生以下は保護者同伴） 

■申込み 開催１０日前までに FAXでお申込みください。  

ＦＡＸ 0858-24-5961（倉吉観光マイス協会） 

■最少催行人数 １０名（※最少催行人員に満たない場合は中止） 

■問合せ 倉吉観光マイス協会 電話 0858-24-5371 

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

 

３．とっとりの花だより！ 

【唐川（からかわ）のカキツバタ群落】 

標高４００メートルの谷間に発達した中国地方の代表的湿原には、約１００種類の湿原植物が自生しています。

最も下流に広がる湿原では、５月下旬から６月上旬にかけて、濃い紫色の力キツバタが咲き揃います。 

湿原一帯は「唐川のカキツバタ群落」として、国の天然記念物に指定されています。 

■見 頃  ５月下旬～６月上旬頃  

■場 所 岩美町唐川 

【牧谷（まきだに）のカキツバタ群落】 

例年５月上旬から中旬にかけて、唐川のカキツバタより一足早く、 

牧谷の又助池（またすけいけ）の周辺に力キツバタが咲き誇ります。 

池の一部に遊歩道が整備され、鑑賞しやすくなっています。 

■見 頃  ５月上旬～中旬頃  

■場 所  岩美町牧谷 

■問合せ 岩美町観光協会 電話 0857-72-3481 

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

 

【智頭どうだんまつり】 

「どうだんつつじ」の可憐な花が咲き誇る５月中旬に開催される    

にぎやかなお祭りです。期間中は、「どうだんつつじ」の苗木を 

はじめ、植木・花苗などの展示即売の他、「どうだん娘」の撮影 

会、地元の特産品の物産販売などが開催され、毎年多くの人 

で賑わいます。                    

■日 時  ５月１１日（金）～１３日（日） 午前９時～ 

■会 場  智頭町民グラウンド（智頭町智頭） 

■問合せ （一社）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/ 
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【打吹公園（うつぶきこうえん）のつつじ】 

打吹山のふもとにある打吹公園は「日本の都市公園１００選」に選ばれていて、約４万本の色とりどりのつつじが

咲き誇ります。また、５月２０日（日）まで「倉吉春まつり」が開催され、多くの人で賑わいます。 

■見 頃  ４月下旬～５月中旬頃 

■場 所  打吹公園（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/ 

 

【住雲寺（じゅううんじ）の藤】   

花の房が六尺(１．８ｍ)まで垂れ下がる「六尺フジ」という品種の大変めずらしい藤が咲き誇る住雲寺。別名「ふじ

寺」と呼ばれ、今から約６００年前、この地にゆかりの後醍醐天皇や名和長年などが活躍した南北朝時代の建武

元年（１３３４年）に建立されました。毎年５月のゴールデンウィークに、恒例の「藤まつり」が開催されます。 

■見 頃   ５月上旬頃                                

■場 所  住雲寺（大山町古御堂） 

■問合せ  大山町観光案内所 電話 0859-52-2502 

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

 

【とっとり花回廊 ばらまつり】 

１９０品種、約１，０００株の華やかなばらが咲き誇ります。瑞々しい新緑の中、芳しい香りに包まれた優雅なひと

ときをお楽しみください。また、世界的な照明デザイナー石井幹子氏による庭園のライトアップ「ムーンライトフラ

ワーガーデン」が期間限定で開催され、ばら園もライトアップされます。「月あかり」をイメージしたロマンチックな

夜の庭園をお楽しみいただけます。 

○ばらまつり ５月１９日（土）～６月３日（日） 

■見 頃    ５月下旬～６月上旬頃 

○初夏のムーンライト ５月１９日（土）～６月３日（日）の土、日曜日 

■開園時間 午前９時～午後５時（※夜間営業日は午後９時まで） 

■入園料   大人１，０００円、小・中学生５００円（４月～１１月料金） 

■休園日   ４月～６月無休 

■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/ 

 

４．お得情報！ 

【とっとり春旅・夏旅パスポート「トリパス」】 

４月から利用できる、お得な観光パスポート「トリパス」を発行します。周遊スタンプラリーや県内１７０以上の施設

で受けられる割引・特典情報が満載です。トリパスを手に入れて楽しくお得に周遊しましょう！                             

■利用可能期間 ４月１日（日）～９月３０日（日） 

■パスポート設置場所 

   （県内）観光案内所、道の駅、観光施設、宿泊施設  

   （県外）鳥取県県外本部（東京、名古屋、大阪）、とっとり・おかやま新橋館、 

鳥取県近郊の道の駅等 

■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/toripass/ 
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５．最新情報！ 

【吉岡温泉に立ち寄り湯「一乃湯」がオープンします!】 

１，０００年以上前に薬師如来のお告げで湧き出した「吉岡温泉」に、「吉岡温泉会館一乃湯」が４月に新築オー

プンします。温泉会館には、吉岡の町の魅力を伝える展示スペースもあり、「一乃湯市場」が併設されます。 

また、オープン日、翌週の土日には、様々なイベントが開催されます。 

吉岡温泉は、父が娘の皮膚の病を治すために祈願し、温泉で病が完治したという美肌伝説が残り、また、とにか

く熱いと評判のお湯。株湯や秋葉山展望台など、温泉街のおさんぽもおすすめです。 

■所在地     鳥取市吉岡温泉町 

■オープン日時 ４月８日（日）午前８時 

■営業時間   午前８時～午後９時３０分 

■入浴料金   大人５００円、小人２５０円※回数券、月間パスポートあり 

■問合せ     0857-57-0555 

■ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ   http://mirai-yoshioka.com/ 

 

 

【ボンネットバスでめぐるレトロなバスツアー】 

鳥取砂丘や浦富海岸などをボンネットバスでめぐるレトロなバスツアーが今年も開催されます。 

ボンネットバスときれいな景色を撮影できる「バス愛好家さんこだわりコース」と、岩美町内のアニメロケ参考地を

めぐる「アニメの世界へようこそコース」の２コースから、お好きなコースをお選びください。 

○「バス愛好家さんこだわりコース」                    

■運行期日 ６月１日（金）、９月７日（金）          

■集合場所 鳥取駅南口 

■参加費   ３，０００円（食事代は別途１，０００円） 

■募集定員 先着２０名 

○「アニメの世界にようこそコース」 

■運行期日 青コース：４月７日（土）、６月３０日（土）、８月２５日（土） 

９月１５日（土）、１０月６日（土） 

１１月１７日（土） 

赤コース：４月８日（日）、７月１日（日）、８月２６日（日） 

９月１６日（日）、１０月７日（日）、 

１１月１８日（日） 

■集合場所 青コース：鳥取駅南口、赤コース：岩美駅 

■参加費   ３，０００円（食事代は別途１，０００円） 

■募集定員 先着２０名 

■申込み・問合せ 日本交通旅行社 鳥取営業所（鳥取市雲山） 電話 0857‐26‐3111 

 

    平成３０年３月２６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/ 

 

http://mirai-yoshioka.com/

