
 

 

 

  

 

１ 「２０１０年 ねこ娘キャンペーン」 

昨年は、ねずみ年の「ねずみ男」、今年は混迷する世の中を見通す

「目玉おやじ」をメインキャラクターとして境港市の観光ＰＲを行っ

てきました。 

２０１０年は寅年。 

同じネコ科？の「ねこ娘」が「２０１０年はトライの年だニャン」

ということで、ＰＲのキャンペーンガールとして活躍します。ＪＲ境

港駅前に幅８メートルの大看板を設置！自らの名刺を作り、観光客に

配りまくり、やる気満々で境港の観光ＰＲをします。 

お正月３が日には、ねこ娘列車に乗って「妖怪神社」に初詣に来て

いただくと、ＪＲ境線の「記念乗車証」や「２０１０年限定ねこ娘お

ふだ」がもらえるイベントも実施します。 

２０１０年は「ねこ娘」を中心に境港から妖怪パワーをおくり、が

んばる人たちを応援します！ 

 

■お問い合わせ先  境港市観光協会 TEL：0859-47-3880 

 

○境港市観光協会 http://www.sakaiminato.net/ 

 

２ 米子鬼太郎空港愛称化キャンペーン 

鳥取県境港市と隣の米

子市を結ぶＪＲ境線には

４種類の妖怪列車が走り、

全１６駅には、それぞれ

妖怪愛称駅名がついています。また、境港と隠岐を結ぶ隠岐汽船には巨大な鬼太郎のイラストが描

かれた「鬼太郎フェリー」も就航しています。 

そして、「陸」「海」まで制した妖怪たちの次のターゲットは「空」。 

米子空港の認知度アップと利用率向上を目的として、現在、境港市観光協会と米子空港利用促進

懇話会が「米子鬼太郎空港愛称化キャンペーン」を展開中です。米子空港ターミナルや境港市役所

に「愛称化キャンペーン実施中」の横断幕を張り、地元企業も巻き込み、盛り上がりを見せていま

す。 

１２月１７日には２，５００メートルに延長された滑走路が供用開始となり、旅客ターミナルも

リニューアルしました。 

羽田空港・中部国際空港から「米子鬼太郎空港」へ下り立ち、「妖怪列車」に乗って「水木しげ

るロード」へお越しください。 

 

○境港市観光協会 http://www.sakaiminato.net/ 

 

３ 第７回カニ感謝祭 

毎年１月に開催の「カニ感謝祭」。第７回目は平成２２年１月１７日（日）に開催します。 

水産関係者や一般のお客様が、妖怪たちと一緒にカニを満載したリアカーを引き、水木しげるロ



ードをパレードします。また、水木しげるロード内の妖怪神社にカニを奉納し、豊漁を祈願します。

見た目はちょっと変わっていますが、境港ならではのさかなと妖怪のコラボレートしたイベントで

す。 

パレードに参加したお客様や、奉納後に行われる「妖怪とジャンケン大会」で勝った人たちには、

カニをプレゼント！朝早くから、パレードに参加するために長蛇の列ができます。 

 ちょっと変ったこの感謝祭に、ぜひご参加ください。 

 

■開催日時  平成２２年１月１７日（日） １０：３０～ 

  ※10:00「水木しげる記念館」にてパレード参 

加者の受付 

■開催場所  水木しげる記念館～妖怪神社 

■主  催  境港カニ水揚げ日本一ＰＲ実行委員会  

■お問い合わせ先  境港市水産課（境港カニ水揚げ日本一ＰＲ実行委員会事務局） 

TEL：0859-47-1055   

境港市観光案内所 TEL：0859-47-0121    

 

○境港市観光協会 http://www.sakaiminato.net/ 

 

４ 遥かなまち倉吉のまち巡りにお得な「ご当地ぐるめクーポン」登場！ 

鳥取県出身の漫画家：谷口ジローの漫画「遥かな町へ」（小学館）の舞台となった昭和 30 年代の

倉吉。江戸・明治時代の古い土蔵などの景色は今も現存し、高度成長やバブルで忘れてしまった懐

かしい日本の風景を味わうことができます。 

今も静かにたたずむ古き町並みと、どこかふる里のような懐かしさに心癒される倉吉の「まち歩

き」をもっと楽しんでいただくため、ツアー用「ぐるめクーポン」を企画しました。 

昼食とおやつ２種類でなんと１，７００円のお得なクーポンです。 

 

■クーポン内容  昼食＋おやつ２種類でなんと１，７００円！ 

 ［昼 食］Ａ、Ｂ、Ｃのいずれか一店で昼食。 

Ａ 餅しゃぶ膳（町屋清水庵） 

Ｂ チキンライスセット（あかね屋） 

Ｃ 天女ランチ（キッチンカフェ天女のいずみ） 

  ［おやつ］Ａ、Ｂから１品、Ｃ、Ｄから１品選択。 

Ａ 「白い」たい焼き（米澤たいやき店） 

Ｂ 手焼せんべい（赤瓦一号館） 

Ｃ しょうゆアイスクリーム（赤瓦六号館 桑田醤油醸造場） 

Ｄ 桜茶＆打吹公園だんご（赤瓦一号館 喫茶赤瓦） 

  ※パーソナルからツアー団体まで、旅行会社様用の企画です。販売手数料有り。詳細は下記お 

問い合わせ先へ。 

■お問い合わせ先 倉吉市観光協会 TEL：0858-22-8158 

 

○倉吉観光情報 http://www.apionet.or.jp/kankou/ 

 

 

 

 

 



５ 「鳥取牛骨ラーメン応麺団」発足！ 

～食のみやこ鳥取県発“ご当地ラーメン”全国発信計画 

「鳥取牛骨ラーメン」とは？ 

牛骨で出汁をとったスープを使うラーメンで、鳥取県中部は、

その牛骨スープのラーメンが多く存在する地域で、全国的にみて

も珍しいです。しかも旨い！ 

そのことに気付いた１４人の麺バー（メンバー）は、２００９

年６月に「鳥取牛骨ラーメン応麺団」を発足。２０１０年１月に

はお披露目イベントを開催し、「食のみやこ鳥取県発“ご当地ラ

ーメン”」として全国へ発信していくことを計画しています。応

麺団のモ～ットーは「牛骨ラーメンで地域を元気にする！」こと。鳥取県中部に受け継がれ、ジゲ

の誇れる食文化でもある「牛骨ラーメン」を県内外に積極的にＰＲします。 

すっきり香ばしい牛骨スープのラーメンをご賞味ください。 

 

 ■鳥取牛骨ラーメン店リスト（鳥取県中部） 

  いのよし（倉吉市）／香味徳・倉吉（倉吉市）／日の丸食堂（倉吉市）／ラーメン幸雅（倉吉 

市）／中華そば八兵衛（倉吉市）／大田屋・倉吉（倉吉市）／食堂・山ちゃん（東伯郡湯梨浜 

町）／ふけた食堂（東伯郡湯梨浜町）／味処 華（東伯郡三朝町）／元祖琴浦ラーメン・たか 

うな（東伯郡琴浦町）／すみれ（東伯郡琴浦町）／香味徳・赤碕（東伯郡琴浦町）／味もり多 

（東伯郡北栄町）／香味徳・由良（東伯郡北栄町）／ゆらや食堂（東伯郡北栄町） 

 

 ～牛骨ラーメンの特徴～ 

  ・牛骨を使うため、独特の甘い香りと芳ばしさ。 

  ・食堂で出されたことが起源のためか、ナルトではなく、カマボコを使うお店が多い。 

  ・レンゲがないお店も多く、丼から直接スープを飲む。 

・加水率低めのシコシコ麺が多い。 

・地元の人は、このラーメンが当たり前だと思っている。 

・古くから続くお店も多く、こんなお店でこんな実力のあるラーメンを出してきたんだ、とい 

う驚きがある。まさに、羊ならぬ牛の骨を被った狼である。 

 

 ■お問い合わせ先  鳥取牛骨ラーメン応麺団事務局（（社）鳥取県観光連盟内） 

 TEL：0857-39-2111 

 

 ○（社）鳥取県観光連盟 http://www.tottori-guide.jp/529/3546.html 

 ○鳥取牛骨ラーメン応麺団ブログ http://ameblo.jp/tottori-gyukotu/ 

 

６ 今春３月上旬から見学可能！山陰随一の梅林「野花（のきょう）梅渓散策ツアー」 

湯梨浜町原産の「野花豊後」が有名な鳥取県湯梨浜町野花は、 

東郷湖・日本海を望む景観を誇る「山陰随一の梅林」です。現 

在では２，０００本の梅の木があり、３月上旬～３月下旬頃ま 

で特徴あるピンク色の美しい花を咲かせます。 

昭和１５～１６年の頃、鳥取県湯梨浜町野花の果樹園におい 

て発見されたと言われています。実が大きく、果肉もしっかり 

と分厚い特徴を持ち、その品種は「野花豊後」と命名されまし 

た。開花期が遅くて結実が安定しており、豊後系の品種の中で 

も高品質であることが特徴です。 



２，０００本の梅の花が咲き誇る３月上旬から下旬頃までの、春限定のツアー企画です。 

 

～ツアー概要～ 

■期間 ３月上旬～３月下旬頃まで（天候等自然条件により年毎の開花状況は異なります。） 

■場所 湯梨浜町野花地区（「中国庭園 燕趙園」の駐車場をご利用ください。） 

■料金 ＜団体企画＞ 

３３０円 

隣接する「中国庭園 燕趙園」の入園料割引＋ポストカードのセットプラン７００円 

    ※最小催行人数 ２０名、最大受入可能人数 １００名 

    ＜個人企画＞ 

    「中国庭園 燕趙園」入園とのセットプラン ７００円 

■おすすめポイント 

・「野花豊後」の加工品をプレゼント。 

・梅渓の散策路には、地域の加工グループによる茶店等が出展します。地域産物・加工品等

のもてなしをお楽しみください。（団体企画の場合） 

■お問い合わせ先 

   〒682-0723 東伯郡湯梨浜町久留 19 番地 1（湯梨浜町産業振興課内） 

   湯梨浜町観光協会  TEL 0858-35-5383  FAX 0858-35-5387 

 

○湯梨浜町ホームページ http://www.yurihama.jp 

○鳥取県観光連盟「着地型観光素材集」 http://www.tottori-guide.jp/188/419/2552.html 

 

７ 春の新商品！「旧国鉄倉吉線廃線跡さくら並木ウオーク」 

「とっとり観光ニュース」でも何度か紹介している「旧国鉄倉吉線廃線跡トレッキング」の春の

旅行会社向け新商品として「旧国鉄倉吉線廃線跡さくら並木ウオーク」が新登場！サイクリングロ

ード４キロ区間で美しい桜並木をお楽しみいただけます。 

また、錆びた線路やトンネルが残る廃線跡３キロ区間と合わせて、計７キロのコースをお楽しみ

いただくこともできます。 

 

■ツアー概要 

・期  間  ４月初旬～中旬 

・場  所  桜並木サイクリングロード 

・団体対応  １５名～（最大受入可能人数 ５０名） 

 ※桜並木ウオークとあわせて倉吉廃線跡ウオークをお楽 

しみいただく場合は、ツアー料金としてお一人様５５０円必要となります。 

■ツアーポイント 

・廃線跡３キロ区間は地元名物ガイドが同行して解説＆逸話を披露します。駅看板や写真、信号 

機などを展示した資料館も見学します。 

 ・現在も線路や表示板、トンネル、ホーム跡などが残り、独特の風情が味わえます。また、線路 

跡からは蒜山三山や大山なども望める眺望もみどころです。 

■オプショナル 

 ・８種のお風呂が楽しめる「せきがね湯命館」の入浴料金がなんと！500 円（通常 800 円） 

・地元の食材（山菜等）をふんだんに使用した大人気の「ゆうゆう弁当」800 円 

■補足事項 

・所要時間 桜並木（約４キロ）：約１時間～１時間３０分程度（ガイド無フリーウオーク） 

       廃線跡（約３キロ）：約１時間３０分程度（ガイド有）  



 ・桜の開花時期は年によって異なり、開花時期はあくまで目安です。ツアー催行時期の開花保証 

ではありませんのでご承知ください。 

 ・トンネル部は安全管理上、ツアー実施時のみ開放します。 

■注意事項 

 ・原則として団体対応となります。 

・手仕舞日ツアー実施１０日前。（変更については協議させていただきます。） 

■お問い合わせ先  倉吉市観光協会（倉吉市役所商工観光課内） TEL 0858-22-8158 

 

○倉吉市観光情報 http://www.apionet.or.jp/kankou/ 

○鳥取県観光連盟「着地型観光素材集」 http://www.tottori-guide.jp/188/419/3701.html 

 

８ 江戸時代から続く伝統行事「流しびな」 

“もちがせの流しびな”は、旧暦の三月三日のひなまつりに男女

一対の紙雛を桟俵にのせ、菱餅や桃の小枝を添えて、災厄を託して

千代川（せんだいがわ）に流します。無病息災で１年間幸せに生活

できるように願う情緒豊かな民俗行事です。昭和６０年、県無形民

俗文化財に“もちがせの雛送り”として指定されています。 

もともと物忌みの行事で、紙などで人形（ひとがた）を作り、こ

れで体をなで、災いをその人形にうつして川や海に流す行事から生

まれた風習です。この行事がいつの頃から始められたのか、文献等

の記録が少なく定かでありませんが、「源氏物語」に源氏の君が祓

いをして人形を舟に乗せ、須磨の海へ流すという著述があり、雛流しそのものの原型は、遠く平安

時代にさかのぼるといわれています。 

ここ鳥取市用瀬町には今日まで、時代の変遷と共に形を変えながらも、“もちがせの流しびな”

として受け継がれており、平成２２年は４月１６日（金）に開催されます。当日は、町内一般家庭

のひな飾りを見学でき、さまざまな催しが午前１０時から行われます。会場はＪＲ用瀬駅から徒歩

約５分。特急スーパーはくと号、特急スーパーいなば号のそれぞれ一部が用瀬駅に臨時停車する予

定です。 

また、様々なひな人形を展示している「もちがせ流しびなの館」も必見。鳥取県東部の「いなば

温泉郷」（岩井・鳥取・吉岡・浜村・鹿野の各温泉）の宿泊と組み合わせて、のんびり春を満喫し

てみませんか。 

 

■お問い合わせ先  （財）用瀬町ふるさと振興事業団 用瀬流しびな実行委員会 

TEL：0858-87-3222 

 

○流しびなの館 http://nagashibinanoyakata.jp/ 

 

９ 来春の新企画！若桜（わかさ）鉄道「お花見列車」「夜桜列車」 

２００９年１１月号の「とっとり観光ニュース」で紹介をしました、若桜鉄道「お花見列車」「夜

桜列車」の詳細が下記のとおり決まりました。春限定の特別バージョンの旅行商品です。 

若桜鉄道は、郡家（こおげ）駅から若桜駅までの１９．２ｋｍを約３０分で結ぶローカル線で、

若桜鉄道の沿線には、国登録有形文化財に指定の駅舎やプラットホームが残り、若桜という名前の

とおり桜並木があります。 

お花見の時期になると若桜鉄道の駅構内には桜が美しく咲き誇り、駅構内に客車を停めて「花見

列車」を、夕方にはライトアップされた駅構内で「夜桜列車」をお楽しみいただけます。乞うご期

待！！ 



 

■ツアー概要 

 ・期間 春限定 

 ・場所 若桜駅ほか 

・料金 １，９００円～ 

・団体対応（最少催行人数２０名） 

 ・最大収容人数 ２００名 

  ■ツアーの流れ 

 ～郡家発（片道）のご利用の場合～ 

  １ 若桜鉄道に乗車 

 乗車区間は郡家（こおげ）～若桜（わかさ）の片道約３０分。 

    のどかな若桜鉄道沿線風景に似合う満開の桜をお楽しみいただけます。 

    ツアーオリジナル「乗車記念硬券きっぷ」をお渡しします。 

  ２ 若桜駅構内に客車を停めて、お花見を楽しめます。 

  ３ 桜の咲き誇る駅構内と手動式転車台、ＳＬ（Ｃ１２蒸気機関車）で記念撮影会。 

     ※夜はライトアップ 

 ■セット内容 

  ・郡家（鳥取）～若桜間の乗車料金と記念硬券切符（春限定バージョン） 

  ・地元産品を調理した「特製花見弁当」 ※松・竹・桜の３種類をご用意しております。 

  ・飲み物（地元の地酒「辨天娘」他） 

 ■料 金 

  上記コース以外に、「郡家」「鳥取」発の片道、並びに両駅発着の往復を設定しておりますので 

行程に合わせてご利用いただけます。 

 ～郡家発（片道）のご利用の場合～ 

  （弁当）松：１，９００円／竹：２，９００円／桜：３，９００円 

■その他  列車の運行時間、その他詳細については、下記へ直接お問い合わせください。 

■お問い合わせ先 若桜鉄道株式会社 TEL：0858-82-0919 

         若桜町観光協会（若桜町役場自立政策課内） TEL：0858-82-2231 

 

○鳥取県観光連盟「着地型観光素材集」 http://www.tottori-guide.jp/188/419/4194.html 

http://www.tottori-guide.jp/188/419/4195.html 

○若桜鉄道公式ホームページ http://www.infosakyu.ne.jp/~wakatetu/ 
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ベント等を紹介します。この観光ニュースは、マスコミ等の皆様へ定期的にお届けし、記事等の参考にしていただ

けるように心掛けて作っています。しかしながら、紙面には限りがあります。不明なところなどは気軽にお問い合

わせくださいますようお願いします。複製・転載可。（一部画像を除く。） 

－鳥取県観光情報はこちらから → http://yokoso.pref.tottori.jp/ 


