
 

 

 

  

 

１ 幻の酒、誕生！オリジナル日本酒「皆生温泉・海に降る雪上代」 

去る２月２４日、皆生温泉内のホテルでオリジナル日本酒「皆生温泉・海

に降る雪上代」の完成発表会が行われ、これを機に今年も新酒の取り扱いが

開始されました。皆生温泉の旅館で提供を行っています。 

このプロジェクトは、皆生温泉旅館組合の青年部が稲作農家や酒造会社等

と一緒になって、酒米の生産から日本酒造りまで一貫生産し、皆生温泉の新

たな魅力アップにつなげようと昨年からスタート。「皆生温泉・海に降る雪

上代」は、純米大吟醸の濁り酒で、500ml 瓶 3,600 本を限定生産。初のお披

露目となった昨年は、限定 1,000 本を製造しましたが、大きな話題を呼び、

わずか２ヵ月で完売したため、今年は大幅に増産しました。 

白砂青松の海岸線と中国地方最高峰の国立公園・大山（だいせん）に育ま

れたロケーションが大変美しい皆生温泉で、オリジナル日本酒をご堪能くだ

さい。 

皆生温泉は今年、開湯１１０周年を迎え、「皆生開湯１１０周年記念キャ

ンペーン」として、お客様にいっそう満足していただけるような様々な企画を実施します。乞うご

期待！ 

 

■皆生開湯１１０周年記念キャンペーン（予定） 

「鬼太郎バス」（皆生温泉～境港）の運行（4/4～9/27 毎週日・月、5/4・5 計 54 日間） 

皆生海浜公園に足湯完成（７月頃） 

灯り事業 皆生温泉オリジナル手作り行灯製作（通年） 

「美湯めぐり」として、湯巡りチケットの販売（5/10～7/9 ２ヶ月間） 

プロ野球公式戦広島―阪神戦（6/23・24）オープニングイベント 

日本旅行作家協会総会誘致（10 月下旬頃）     

第 30 回全日本トライアスロン皆生大会（7/17～19） 

第２回皆生・大山ＳＥＡ ＴＯ ＳＵＭＭＩＴ 2010（9/4・5）  ほか 

■お問い合わせ先  皆生温泉旅館組合 TEL：0859-34-2888 

 

○皆生温泉旅館組合 http://www.kaike-onsen.com/ 

 

２ 「大山（だいせん）・鬼太郎キャンペーン」を開催します！！ 

ＪＲ西日本では、平成２２年４月から６月の３ヶ月間、大山山麓観

光推進協議会、安来市、鳥取県と共同で、中国最高峰の「大山」、水

木しげる氏の出身地で妖怪の町として知られる「境港」、商業の町と

して栄え下町風情が今も残る「米子」、「ゲゲゲの女房」の原作者で水

木しげる氏の妻・武良布枝（むらぬのえ）氏の故郷「安来」にスポッ

トを当てた観光キャンペーンを開催します。 

期間中、様々な特別企画をご用意するとともに、観光スポットを楽

しみながら巡っていただけるよう、駅からのアクセスを充実しました。 

この春は、魅力あふれる大山・境港・米子・安来へぜひお出かけください。 

 



■キャンペーン名称   「大山・鬼太郎キャンペーン」 

■キャンペーン期間   平成２２年４月１日～６月３０日の３ヶ月間 

■キャンペーンエリア  大山・境港・米子・安来を中心としたエリア 

■実 施 主 体    大山山麓観光推進協議会、安来市、鳥取県、ＪＲ西日本 

■キャンペーンテーマ 

～「山・海・町で遊ぶ！味わう！磨かれる！」～ 

    「山」の大山、「海」の境港、「町」の米子・安来、それぞれの場所で思いっきり遊び、 

地産池消のグルメを味わい、加えて大山寺阿弥陀堂での座禅体験や大山の名水などで心 

も体も磨かれる、そんな体験ができるキャンペーンです。            

■お問い合わせ先  ＪＲ西日本米子支社営業課（観光開発室） TEL：0859-32-8056 

 

○ＪＲ西日本ホームページ 

http://www.westjr.co.jp/news/newslist/article/1174706_799.html 

  

３ 「大山るーぷバス」運行スタート 

大山の観光、周遊に大変便利な「大山るーぷバス」。今年はより

長い期間観光客のみなさまにご利用いただけるように、「大山・鬼

太郎キャンペーン」と連携して、例年より３週間早い４月３日（土）

から運行をスタートします。 

米子駅や皆生温泉発着で大山寺、大山桝水高原、大山まきばみる

くの里、大山フィールドアスレチック、大山乗馬センター、植田正

治写真美術館など大山周辺の観光スポットや宿泊施設を巡ります。 

今年の運行日程は次のとおりです。大山観光にぜひ「大山るーぷ

バス」をご利用ください。 

 

■運行期間 〔春～夏〕平成２２年４月３日（土）～６月２７日（日）までの土・日・祝日 

      〔夏～秋〕平成２２年７月１７日（土）～１１月７日（日）までの土・日・祝日 

       ※ ６月２８日（月）～７月１６日（金）までは運休します。 

■毎日運行する期間  夏休み期間中（７月３１日（土）～８月２２日（日））の毎日 

           紅葉シーズン（１０月３０日（土）～１１月７日（日））の毎日 

■お問い合わせ先  鳥取県西部総合事務所県民局大山中海振興課 TEL：0859-31-9629  

 

○鳥取県西部総合事務所県民局 http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=81810 

 

４ 世界遺産登録に向けた運動展開中～三徳山～ 

 世界遺産登録に向けた運動を展開している「三徳山」。 

「投入堂」の通称で知られる奥院の建物は、垂直に切り立つ

絶壁の窪みに建てられた他に類を見ない建築物で、国宝に指定

されており、1300 年もの長きにわたり風雪に耐えぬいてきた

“奇跡の建築”として、マスメディアでもたびたび紹介されて

おります。役行者（えんのぎょうじゃ）という修験者が、法力

によってこのお堂を岩窟に投げ入れたという伝説から「投入

堂」と呼ばれるようになりました。 

 三徳山三仏寺は、鳥取県中部・三朝温泉から車で１０分ほどのところに位置します。この三仏寺

から国宝「投入堂」までは、往復およそ１時間半。難所といわれる「かずら坂」や「クサリ坂」、

岩づたいの道「馬の背」「牛の背」を登り切り、「納経堂」、「観音堂」、「元結掛堂」、「不動堂」をぐ



るりと回り込むと、岩窟の中にそびえ建つ国宝「投入堂」がついに姿を現します。 

“奇跡の建築”と称される「投入堂」、そして、「投入堂」を包み込むようにそびえる三徳山を、

今春、ぜひご体験あれ！  

 

■入山可能期間   ４月～１２月（１２月～３月ぐらいまで 

は積雪のため、入山禁止） 

※開山予定日は４月１日です。天候に 

より変更になることがあります。  

■参拝受付時間   ８時～１５時（参拝時間外は閉門） 

※宝物殿・三仏寺本堂までの参拝は１７時まで。  

■志納金（入山料） 三仏寺本堂まで 大人：400 円、小人（小･中学生）：200 円 

投入堂参拝 大人：600 円、小人（小・中学生）：300 円   

※投入堂までの料金には、本堂までの志納金を含む。 

※２０名様以上の場合は、５０円の団体割引あり。  

■そ の 他 

・滑りやすい靴、金具の付いた登山靴では入山できません。ワラぞうり（１足５００円）をご 

購入していただきます。 

・投入堂参拝受付時に輪袈裟（わげさ）をお貸ししますので、必ず着用してご参拝ください。  

■お問い合わせ先  三徳山三仏寺 TEL：0858-43-2666、三朝町役場 TEL：0858-43-1111 

三朝温泉観光協会 TEL：0858-43-0431 

 

○三徳山 http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=24219 

○三朝温泉観光協会 http://www.misasa-navi.jp/ 

 

５ 「若桜（わかさ）線」開業８０周年 

若桜線は、因美線「郡家（こおげ）駅～若桜駅」に至るロー

カル線であり、昭和５年１月２０日に「隼（はやぶさ）～郡家

（こおげ）間」が開通、同年１２月１日に「隼～若桜間」が開

通しました。２０１０年は若桜線開業８０周年となります。 

８０周年を記念して１日フリー切符の販売をしております。

開業当時の駅舎、大きな節目となった若桜鉄道開業時の写真、

そして現在の若桜駅の施設等、若桜線の過去から現在までの様子と歴史が詰まった台紙付記念乗車

券です。限定１，０００枚の販売となっておりますので、お早めにお求めください。 

また、旅行会社向けの春の新企画として「お花見列車」、「夜桜列車」が大変好評です。今年は 

８０周年を記念し、一年を通じて特別な新企画を検討中です。こうご期待！ 

 

［１日フリー切符の概要］ 

■数  量  限定１．０００枚 

■金  額  ７６０円（送料８０円） 

■そ の 他   

・ご乗車の際は、駅係員又は乗務員に申し出て日付を記入して貰ってください。 

 ・使用開始後の払い戻しはいたしません。 

 ・乗車日の無いものは無効です。 

 ・１日限り有効です。 

■お問い合わせ先 若桜鉄道株式会社 TEL：0858-82-0919 

 



○若桜鉄道株式会社 http://www.infosakyu.ne.jp/~wakatetu/ 

 

６ 鳥取空港－鳥取砂丘を直結！４月からジャンボタクシー運行開始 

鳥取空港ご利用の観光客のみなさまに、鳥取県の代表的な

観光地「鳥取砂丘」へもっと簡単にお越しいただけるよう、

今年は春から鳥取空港－鳥取砂丘を直結する乗り合いジャン

ボタクシーの運行を開始します。 

現在の予定は下記のとおりです。 

 

■運行期間（予定） 

  ・乗客人数     ９人／１台 

  ・運行期間     平成２２年４月２日（金）～１２月２６日（日） 計１４５日運行 

・運 行 日    金・土・日・祝日 

毎日運行する期間 

ゴールデンウィーク期間（4月 29 日（木・祝）～5月 9日（日）） 

夏休み期間（7月 17 日（土）～8月 16 日（月）） 

  ・運行本数    ［鳥取空港発］ １便・２便の到着にあわせて運行 ２本 

           ［鳥取砂丘発］ ３便・４便の出発にあわせて運行 ２本 

  ・発 着 場    ［鳥取空港］  国際会館（国内線ターミナルビル隣）前 

           ［鳥取砂丘］  砂丘会館横・砂丘センター前 

  ・所要時間    約１５分程度 

  ・運  賃    ５００円／１人（子ども・身がい者半額） 

 ※乗車時に乗車券をお買い求めください。 

 ■お問い合わせ先  鳥取県文化観光局観光政策課 TEL：0857-26-7421 

 

７ 「砂の美術館－第４期展示－」会期変更  

「とっとり観光ニュース２月号」で、５月２９日オープン予定とお知

らせしました『砂の美術館 第４期展示』が、その後の砂像彫刻家との

日程調整により、４月２９日オープンに変更となり、ゴールデンウィー

ク中もお楽しみいただけることになりました。 

『砂の美術館』は、「世界で唯一砂の彫刻を展示する美術館」として、

開館以来延べ６０万人の入館者を達成し、鳥取の新たな観光名所となっ

ています。 

「砂」で造られた彫刻であるがゆえに崩れやすく、制作には高い技術

が必要です。いつ崩れるともしれない危うさと刹那さがより一層、観る

者の心を動かします。「砂」という自然素材だからこそ表現できる造形

美を、この機会にぜひお楽しみ下さい。 

 

【砂の美術館 第４期展示】 

 ■テ ー マ  「砂で世界旅行・アフリカ～偉大なる大陸の歩みを訪ねて～」  

■制作作品数 １０作品程度 

        アフリカに生息する野生動物や世界遺産のヴィクトリア瀑布、キリマンジャロ 

国立公園、また、サファリやサバンナの風景や鉱山発掘の様子などを砂で再現。 

■会  期  平成２２年４月２９日（木）～平成２３年１月１０日（月）［無休］ 

■場  所  鳥取市福部町湯山 2083-17（鳥取砂丘情報館サンドパルとっとり隣接地） 

■開館時間  午前９時～午後８時（入館は閉館 30 分前まで） 



        ※日没後は毎日ライトアップ 

■料  金  一般 500 円、小中高校生 300 円 

       ※20 名以上の団体の場合は、100 円割引 

■お問い合わせ先   鳥取砂丘情報館サンドパルとっとり TEL：0857-20-2231 

 

○砂の美術館 http://sakyu.city.tottori.tottori.jp/museum/ 

 

８ 「第 46 回 鳥取しゃんしゃん祭」ここが変わる！  

例年８月に２日間の日程で開催していた「鳥取しゃんしゃ

ん祭」を、今年は８月７日～１６日の１０日間開催します。 

期間中は、商店街や駅前の目抜き通りを会場に、傘踊りや

各種イベントなど、お祭りムードが楽しめる企画を毎日実施

します。初日は子どもやファミリーで楽しめる盛大なオープ

ニングイベントを開催予定。鳥取市最大の夏祭りにご期待く

ださい！ 

 

■開 催 日 

第 46 回 鳥取しゃんしゃん祭 平成２２年８月７日（土）～１６日（月）  

□市民納涼花火大会： ８月１５日（日) 

□一斉傘踊り：８月１６日（月）   ※詳細は決まり次第ご紹介します。 

■お問い合わせ先 鳥取しゃんしゃん祭振興会 TEL：0857-26-0756(鳥取市観光協会内) 

 

９ 牧谷カキツバタ群落 

鳥取県岩美町牧谷のカキツバタ群落では、５月中旬から下

旬にかけて数千本のカキツバタが咲き誇ります。周辺には良

好な自然環境が残されており、カキツバタ群落のほか、カン

ガレイ、ショウブ、ヌマトラノオなど３０種類の湿性植物が

生い茂ります。牧谷カキツバタ群落は鳥取県自然環境保全区

域に指定されています。 

大型バスで見学にお越しになる場合は、駐車場の予約が必

要ですので、下記へお問い合わせ、お申し込みください。 

 

・大型バス専用駐車場（無料）は予約制です。（徒歩約１０分） 

・見学所要時間 約５０～６０分 

・観光ガイド（３，０００円／人）がご案内します。 

 

■お申し込み、お問い合わせ先  岩美町自立推進課 TEL：0857-73-1443 

 

10 いよいよ開通！３月２８日鳥取自動車道（鳥取県内）全線開通！ 

いよいよ３月２８日、「河原ＩＣ－鳥取ＩＣ間（９．７ｋｍ）」が開通し、京阪神と鳥取県東部を

最短距離で結ぶ「鳥取自動車道」の鳥取県内区間が全線開通となります。また、同日、兵庫・岡山

県側の「佐用 JＣT－大原ＩＣ間（１０．９ｋｍ）」も開通となり、関西圏から鳥取市までの所要時

間が短縮されます。 

今年は朝の連続テレビ小説「ゲゲゲの女房」の放送を契機に、水木しげる氏のふるさとである鳥

取県を「ゲゲゲのふるさと 鳥取県」としてアピールします。鳥取自動車道の鳥取県側全線開通に

より、ますます「速くなる！近くなる！鳥取県」へぜひお越しください。 



 

11 ２０１２年「第１３回国際マンガサミット」の国内候補地に決定！ 

国際マンガサミットとは…東アジア（日本・韓国・中国・香港・台湾・マレーシア・マカオ、フ

ィリピン）を中心とした地域から多くの漫画家が一堂に集まり、「文化交流」「感動の共有」「著作

権」をキーワードに、平成８年度から展示会や研究会を実施。 

２００９年１０月の第１０回国際マンガサミットは、「マンガの教育継承と新しい発展」をテー

マに台湾で開催されました。２０１０年（第１１回）は韓国、２０１１年（第１２回）は中国での

開催が決まっており、２０１２年「第１３回国際マンガサミット」の開催地は、今年の韓国大会で

正式決定されます。 

サミットでは、漫画家による国際会議（シンポジウム、パネルディスカッションなど）に併せて、

国際漫画展（原画展）、公開アトリエ等の開催も検討されることとなっています。 

サミット開催を契機に「まんが王国とっとり」の国内外での更なる認知度向上などに取り組むこ

ととしています。 

 

12 鳥取県の新たな魅力を盛り込んだ「鳥取県観光ＤＶＤ」完成！ 

鳥取県の最新の観光魅力を盛り込むとともに、幅広い用途に活用でき

るよう利便性も高めた「鳥取県観光ＤＶＤ」を新たに作成しました。 

鳥取県の「自然」「歴史・文化」「温泉」「食」「民芸」等の観光資

源を紹介する観光ＤＶＤを県内外でのイベント、商談会等で活用すると

ともに、必要に応じて旅行会社やマスメディア等へも配布し、全国のみ

なさんに鳥取県ならではの観光資源、魅力を発信します。 

 

■名  称  鳥取県観光ＤＶＤ「五感で感じる鳥取県 こころ彩る 

とっとり路」 

■収録時間  約１９分（本編約１３分、短縮版約６分） 

■内  容  鳥取県の主要な観光資源を「自然の息吹」、「豊かな山海の恵み」、「情緒漂う湯ど 

ころ」、「時を越えた歴史ロマン」、「風土が育んだとっとり文化」の５つのカテゴ 

リーに分けて紹介。 

■主な特徴 

・ＤＶＤのコンテンツとして、鳥取県内の主要な観光地４１箇所を県全体の地図から選択し、 

写真と文章による説明を見ることができる。 

 ・映像で使用された画像をＪＰＥＧデータとして収録し、パソコンで確認ができる。 

・幅広い用途での使用を可能とするため、時間の違う２つのバージョン（本編と短縮版）を作 

成したほか、各カテゴリー別の再生も可能である。 

 ・内容の更新ができるように、静止画と字幕を中心としたシンプルな構成とした。 

■お問い合わせ先  鳥取県文化観光局観光政策課 TEL：0857-26-7237 

 

 

 

  
編集・発行：鳥取県文化観光局観光政策課 電話 0857-26-7237 FAX 0857-26-8308 E-mail kankou@pref.tottori.jp

発行年月日：平成 22 年 2月 25 日 県内外のマスコミ関係者の皆様に、地元の視点から県内観光スポットや関連イベ

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/ 


