
 

 

 

 

 

１ 鳥取県内の紅葉スポット  

鳥取の自慢はなんといっても、四季折々の姿を見せる雄大かつ繊細な大

自然。特に、お薦めしたいのが、秋の「紅葉」。そこで、鳥取県内数ある紅葉

スポットのなかでも屈指のスポットのいくつかを紹介します。色鮮やかな紅葉

絵巻を、ぜひ鳥取でお楽しみください。（写真は大山（だいせん）の紅葉） 

○ 雨 滝 （あめだき）  

例年の見ごろ：10 月下旬～11 月中旬 

「日本の滝百選」にも選ばれている雨滝。玄武岩の岩肌と鮮やかな紅葉の調和が神秘的です。 

【場所】  鳥取市国府町 

【問合せ先】 鳥取市国府町総合支所産業建設課 0857-39-0560 

○ 三滝渓 （みたきけい） 

例年の見ごろ：10 月下旬～11 月中旬 

絶壁と奇岩の間を流れる美しい渓流です。渓谷一帯が紅葉の秋一色に染まります。 

【場所】  鳥取市河原町北村 

【問合せ先】 三滝荘 0858-85-2802 

○ 芦津渓 （あしづけい） 

例年の見ごろ：10 月下旬～11 月中旬 

湖水に映す広葉樹の紅葉と天然スギの緑の調和が見事で、西日本屈指といわれています。 

【場所】  八頭郡智頭町芦津 

【問合せ先】 智頭町総合案内所 0858-76-1111 

○ 三徳山 （みとくさん） 

例年の見ごろ：11 月上旬 

10 月 31 日（日）には、「三徳山炎の祭典」が開催されます。三佛寺の境内で、行者粥や竹酒の無料接待、開運

富くじ、採燈護摩大法要や火渡り神事などが行われます。紅葉で彩られた秋の三佛寺を堪能してください。  

【場所】東伯郡三朝町三徳 

【問合せ先】三朝温泉観光協会 0858-43-0431 

○ 小鹿渓 （おしかけい） 

例年の見ごろ：11 月上旬 

三徳山の支流、小鹿川の上流に位置する小鹿渓は約 4 キロメートルにおよぶ渓谷であり、水と岩の自然林の織

りなす景観が特に優れていることから、国の名勝に指定されています。秋の水際に映えるもみじ、これと見事な

対象をなす滝や、雄淵、雌淵、奇岩、巨石、瀑布、深沢の連続は訪れる人の心を魅了します。 



【場所】  東伯郡三朝町神倉 

【問合せ先】 三朝温泉観光協会 0858-43-0431 

○ 一向平（いっこんがなる）～吊橋～大山滝 

例年の見ごろ：10 月下旬～11 月上旬 

平成 18 年 7 月の豪雨で全面通行止めとなっていましたが、平成 19 年 7 月に新たなルートで遊歩道が通行可

能となりました。一向平から吊橋、大山滝にかけて渓谷一帯に紅葉し、特に大山滝からみる眺めは絶景です。 

【場所】  東伯郡琴浦町野井倉 

【問合せ先】 琴浦町商工観光課 0858-55-7801 又は 

一向平管理棟 0858-52-2502 

○ 大 山 （だいせん） 

例年の見ごろ：10 月下旬～11 月上旬 

広大な落葉樹林が紅葉する様は圧巻です。10月20日から11月5日までは「大山紅葉まつり」が開催されます。  

【場所】  西伯郡大山町大山 

【問合せ先】 大山町観光協会 0859-52-2502 

○ 石霞渓 （せっかけい） 

例年の見ごろ：10 月下旬～11 月上旬 

奇岩や怪岩が目を引く男性的な「南石霞渓」、優しい女性的な表情の「北石霞渓」。秋の美しい紅葉が遊客の目

を楽しませてくれます。 

【場所】  日野郡日南町生山 

【問合せ先】 日南町観光協会（日南町商工会議所内） 0859-82-0145 

 

２ 電動アシストレンタサイクルで山陰海岸ジオパークめぐり！ 

世界ジオパークネットワーク加盟を目指す山陰海岸ジオパークエリ

ア内の拠点施設に、電動アシストレンタサイクルが設置されました。電

動アシスト自転車なので、浦富海岸沿いの急な坂道もラクラク走行する

ことができ、ジオスポット（千貫松島、鴨ケ磯、城原海岸等）への新たな

アクセス手段として期待されています。 

浦富海岸の風を感じながらの快適な自転車での走行は、きっと忘れ

られない旅の思い出となることでしょう！ 

■ 実施期間  ７月２９日（木）から平成２３年３月３１日（木）まで 

■ 電動アシスト自転車の設置場所 

山陰松島遊覧船乗り場、渚交流館、岩井温泉ゆかむりの湯、岩美町観光協会、浦富観光協会 

■ 設置台数  １５台 

■ 貸出時間 貸出時間 午前９時から午後５時まで（渚交流館は午前 10 時から） 

■ 利用料金  １日あたり 1000 円（保証金 500 円を含む。保証金は自転車返却時に返金します。） 

■ 問合せ先 岩美町観光協会 電話 0857-72-3481  FAX 0857-72-3483 



 

３ 「ティンガティンガ」アート展 

鳥取砂丘情報館「サンドパルとっとり」では今夏から、アフリカからやってきた「ティン

ガティンガ」アート展を開催します。ティンガティンガとは、1960 年代末にタンザニア

で誕生した絵画スタイルで、創始者の名前エドワード・サイディ・ティンガティンガ

（1937～1972））に由来しています。会場には、動物や自然、人々の日々の暮らしを

色彩豊かに描いた魅力あふれる作品の数々が並び、タンブラーやハガキなどの雑

貨は館内売店での購入が可能です。８月７日（土）～１１日（水）の５日間限定でアフ

リカ移動動物園の開催を予定しているほか、８月２０日（金）～２７日（金）には、「ティ

ンガティンガ」アートの公開制作も行われます。 

なお、「ティンガティンガ」アート展となりで開催されている第４期砂の美術館「砂

で世界旅行・アフリカ～偉大なる大陸の歩みを訪ねて～」も好評開催中です。ご一

緒にお楽しみください。 

【ティンガティンガアート展】 

■会場  鳥取砂丘市営駐車場周辺（鳥取市福部町湯山） 

■入場料 無料 

■開期    8 月 1 日～10 月 31 日 

■問合せ先 鳥取砂丘情報館サンドパルとっとり TEL：０８５７―２０－２２３１ 

 

４ 第 5 回境港妖怪検定 

NHK連続テレビ小説「ゲゲゲの女房」人気もあり、7 月 18 日に例年より１

ヶ月早く１００万人を突破した水木しげるロード。ロードの主人公である妖怪

たちも、忙しい毎日を過ごしていますが、そんな妖怪たちのことをもっともっ

と知って「境港 妖怪検定」を受験してみませんか？妖怪の権威・水木しげ

る先生の妖怪考察を通じて妖怪に対する知識を高め、「境港妖怪博士」と

して妖怪の持つ楽しさや妖怪が教えてくれる日本の良さを再認識することでしょう。 

【第 5 回境港妖怪検定】 

■試験内容 初級・中級とも、公式テキストから選んだ妖怪の名前・特徴・説明等に関して出題した約 50 問

の問題に対し、数肢択一方式・○×記入方式・部分記入及び全記入方式で解答し、100 点

満点中、70 点以上の正解で合格とします。 

※ 公式テキストの他に、境港市及び調布市に関する基礎的な情報からも計 5 問程度出題します。 

〈参考〉 ●境港市観光協会のページ… http://www.sakaiminato.net/ 

    ●調布市観光協会のページ… http://www.csa.gr.jp/ 

■受験資格 学歴・年齢・性別・国籍・現住所等の制限は一切ないものとします。 

※但し、境港商工会議所が指定する受験会場で受験可能な方に限ります。 

■日程          ●第 5 回境港妖怪検定 実施日…平成 22 年 10 月 24 日（日）  



初級 １３：３０～１４：４５（試験時間は６０分） 

中級 １５：１５～１６：３０（試験時間は６０分） 

■受験会場      《メイン会場》 境港商工会議所  鳥取県境港市…初級・中級  

《東京会場》 電気通信大学 東京都調布市…初級のみ  

■受験料        ●初級/￥2,000（税込） ●中級/￥3,000（税込）  

■受験申込方法  申込期間 ２０１０年９月１日（水）～９月３０日（木） 

申込方法 インターネットまたは郵送 

 

５ 全国柿の種吹き飛ばし大会 

第 22 回全国柿の種吹きとばし大会の参加者を募集しています。鳥取県南部

町特産の富有柿を味わって食べ、その種を吹き飛ばし、距離を争うというユニー

クな大会です。メンズ部門、レディース部門の優勝者には豪華賞品が贈られると

あって、毎年、参加者は皆真剣そのものです。豪華賞品と記録を狙って、ぜひ一

度チャレンジしてみてください。大会に先立ち、１０月２４日（日）に宝塚市役所テ

ラスで「全国柿の種吹きとばし大会体験会」も開催予定です。詳しくは問い合わ

せ先まで。 

■開催場所 南部町トレーニングセンター（予定） 

■開催日時 １１月２３日（祝日・火） 正午から 

■問合せ先 南部町企画政策課 TEL0859-66-3113 

 

６ 大阪発！はわい温泉・東郷温泉行き「カニバス直行便」  

 今年も、大阪から、はわい温泉・東郷温泉までを結ぶ「カニバス」を下記

のとおり運行します。鳥取県中部・はわい温泉・東郷温泉のほか、往きは鳥

取砂丘にも停車。滞在時間も1時間ということで、ゆっくり砂丘を楽しめます。

また、大阪までの帰りは、賀露港にて新鮮な海産物のショッピングもお楽し

みいただけるなど、至れり尽くせりの「カニバス」を今年もご利用ください。

（写真は賀露港でのショッピング風景） 

■期間  〔往路〕平成２２年１２月１８日～平成２３年３月３１日の期間中、毎日運行      

※ただし、１２月３０日～１月２日は除く  

〔復路〕平成２２年１２月１９日～平成２３年４月１日の期間中、毎日運行      

※ただし、１２月３１日～１月３日は除く 

■行程（予定） 〔往路〕 

天王寺・天王寺公園バス駐車場（8：30）→梅田・大阪中央病院西側（9：00）→中国道→鳥取

砂丘（自由食１２：１５～１３：１５）→東郷温泉（14：00）→はわい温泉（14：15） 

〔復路〕 

はわい温泉（15：00）→東郷温泉（15：15）＝賀露港（海産物のお買物）（16：00～16：30）→中



国道→大阪駅周辺（20：00 頃）→天王寺駅周辺（20：30 頃） 

■料金（予定） お一人様 往復３，０００円（税込み） 

※ バス料金は、大人・小人とも同料金（小人は、席を確保する場合） 

※ はわい温泉・東郷温泉にご宿泊の方に限ります。 

■問合せ先   はわい温泉・東郷温泉旅館組合 TEL：0858-35-4052 

http://www.hawai-togo.jp/ 

 

コラム  ベニズワイガニ漁が解禁！ 

 ベニズワイガニ漁が９月１日にいよいよ解禁となります。漁期は翌年６月までとな

っており、ほぼ一年を通じて味わうことができます。一般的に松葉ガニは高級で、

ベニズワイガニは庶民的との見方をされ、多くの雑誌やテレビで取り上げられるの

はほとんど松葉ガニ。その影に隠れてしまっているベニズワイガニですが、松葉

ガニに比べ身の繊維が繊細で、瑞々しく独特の甘みがあるのが特徴です。ベニ

ズワイガニは鮮度が落ちやすいことから、大部分が加工品として流通しています。

そこで、現在、地元では新鮮なベニズワイガニの美味しさを味わっていただこうと、かにフライ丼、かにてんぷら

丼、かにおこわ、かにロール寿司、かに汁など、ベニズワイを活かした料理を開発しているところです。   

  また、９月１日には沖合い底引き網漁も解禁となり（漁期は９月から翌年５月まで）、甘エビやモサエビなどの

エビ類、赤ガレイなどのカレイ類、そしてハタハタなどが漁獲され、県内の漁港・市場は一気に活気づき、旅館な

どでは様々な魚介類をお楽しみいただくことができる季節です。 

１１月になると冬の味覚の王様・松葉ガニが解禁となりますが、その前にぜひ、鳥取ならではの海の幸をご賞

味ください。  

「水産物旬のカレンダー」 http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=95290 

「ベニズワイガニ」 http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=101312 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

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 7月 30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。） 


