
 

 

 

  

 

 

１ 米子自動車道無料化！ぐるっと周遊、鳥取県！ 

先日、国交省による 2011年度の高速道路無料化実験の対象となる追加の 6区間が発表されました。

すでに全車種を対象に全国で 37路線 50区間が実験中ですが、6月から追加される 6区間の中に、

鳥取県米子市の「米子 IC」から岡山県真庭市の「落合 JCT」までの米子自動車が選ばれました。 

関西、中四国エリアから中国地方最高峰の「大山（だいせん）」や名湯「皆生（かいけ）温泉」、

そして 2010年は過去最高 372万人の入込を記録した「水木しげるロード」など鳥取県西部エリア

への自動車での移動は、この米子自動車道を利用するのが便利です。西部エリアからは、山陰道（2

月 27 日には、東伯～中山間が開通）にて、梨の花温泉郷として知られる東郷・はわい温泉や三朝

温泉などの中部エリアへ移動。そして、再び山陰道を利用して、白兎神社、鳥取砂丘など東部エリ

アを訪問し、鳥取自動車道を帰路とすることで全区間無料にて鳥取県を「ぐるっと周遊！」できま

す。 

夏休みのご旅行には、快適でコストパフォーマンスも高い鳥取県がおすすめです！ 

■ 問合せ先／鳥取県文化観光局観光政策課 TEL0857－26－7237 

http://yokoso.pref.tottori.jp/  

  

 



 

２ 『来(き)なんせ 鳥取・因幡(いなば)の国キャンペーン』が開催されます！ 

本年 4月から 6月の 3ヶ月間、｢来なんせ 鳥取・因幡の国キャンペ

ーン｣が開催されます。歴史とロマン、豊かな自然がいっぱいの鳥取

県東部「因幡の国」。この地域は神話「因幡の白うさぎ」の舞台と

しても知られています。また、鳥取砂丘、浦富海岸などを含む「山

陰海岸ジオパーク」（昨年 10月に「世界ジオパークネットワーク」

に加盟認定）など鳥取県の代表的な観光スポットが満載で、四季折々

の海の幸、山の幸も堪能できる魅力的なエリアです。 

今回のキャンペーンでは、｢ジオパークガイドと歩く鳥取砂丘・山陰

海岸トレッキング｣、浦富海岸・鳥取砂丘観光周遊ボンネットバスの運行、鳥取～豊岡間臨時快速

列車「山陰海岸ジオライナー」の運行、スタンプラリーの開催、若桜鉄道「SL 走行特別公開」など

企画が目白押しです。 

神話｢因幡の白うさぎ｣のロマンと大自然の恵みに出会う旅！是非お楽しみください。 

【キャンペーン概要】 

■名称／｢来なんせ 鳥取・因幡の国キャンペーン｣ 

■期間／平成 23年 4月 1日(金)～6月 30日(木)の 3 ケ月間 

■エリア／鳥取・因幡エリア(鳥取・岩美・智頭・若桜・八頭) 

■実施主体／鳥取・因幡観光ネットワーク協議会、鳥取県、ＪＲ西日本 

■テーマ／『神話｢因幡の白うさぎ｣のロマンと大自然の恵みに出会う旅』 

■問合せ先／西日本旅客鉄道株式会社 米子支社 営業課(観光開発室)  電話 0859-32-8056 

 

 

３ 「2012年国際マンガサミット」開催日が決定！ 

2012 年の「国際マンガサミット」が鳥取県で開催されることが決定したことは昨年の「とっとり観

光ニュース 10 月号」でも取り上げましたが、今回、同サミットのテーマ、会場、日程が決定しま

したのでご報告します。「2012年国際マンガサミット鳥取大会」準備委員会（第２回）が 2月 4

日に開催され、 

■開催日程／平成２４年１１月７日（水）～１１月１０日（土） 

■メイン会場／米子コンベンションセンター ビッグシップ 

■テーマ／「食」と「海」 

と決定されました。 

現在、「まんが王国とっとり」を応援していただける皆様を広く募集しています。口コミやブログ

など、皆さんが今お持ちの方法を使ってできる範囲で「まんが王国とっとり」や鳥取県の魅力を発



信していただける方を募集しています。県外の方でも大歓迎です。国際マンガサミットの成功に向

けて皆様のご協力をお願いします。 

■問合せ先／文化観光局観光政策課 電話 0857-26-7238 

 

 

４ 「アテナ」ＷＯＷＯＷ放送 

昨年 9月、鳥取県は韓流大ヒットドラマ「アイリス」のスピンオフ企画「アテナ：戦争の女神」の

ロケ地として、主役のチョン・ウソンなど韓国の有名俳優が集結し、県内各地でドラマ撮影が展開

されました。その「アテナ」が満を持して 4月 22日から日本で放映が開始されます。すでに韓国

では放映されており「アイリス」続き大きな注目を集めています。 

なお、鳥取県の「アテナ」ロケ地などを紹介したガイドマップが WEB サイトに紹介されています。

韓流ファンには嬉しい韓国俳優の出演シーンなどが写真入で掲載されています。「アテナ」の日本

での放送に合わせ、韓流スターが巡った鳥取県を同ガイドマップ片手に巡れば、さらに番組が楽し

めること間違いなし！ 

■「アテナ」ロケ地ガイドマップ http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=153627 

【「アテナ」WOWOW 放送の概要】 

■番組名 ATHENA―アテナ―  

■放映開始日時 平成 23年 4月 22 日（金）午後 7時 30 分から、毎週金曜日放送 

■放映方法 字幕版で 10回放送（全 20話を 1日 2話ずつ放送）  

■放送局 WOWOW（ワウワウ） 

■WOWOWホームページ（アテナ紹介ページ）  

http://www.wowow.co.jp/drama/athena/ 

http://www.wowow.co.jp/pg/release/001311/index.php 

 

 

５ もちがせの流しびな（ひなまつり） 

旧暦の三月三日（今年は 4 月 5日（火））のひなまつり、

鳥取県東部の用瀬（もちがせ）では「もちがせの流しび

な」という伝統行事が毎年開催されています。 

着飾った幼女や観光客が男女一対の紙雛を桟俵にのせ、

菱餅や桃の小枝を添えて、災厄を託して鳥取県東部にあ

る千代川（せんだいがわ）に流し、無病息災を願う情緒

豊かな鳥取県の代表的行事です。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（ひとがた）にうつして川や海に流す行事から生まれた風習だそう

です。 

http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=153627
http://www.wowow.co.jp/drama/athena/
http://www.wowow.co.jp/pg/release/001311/index.php


当日は「流しびな製作実演」「流しびな踊り」「雛のお炊きあげ」（祈祷神事の後、古くなった雛

人形を焼き、古い雛人形が家を離れることに感謝しはらい清める神事）なども行われます。 

古式縁の県無形民俗文化財として指定されている「もちがせの流しびな」、是非皆さまも体験して

みませんか。 

【「もちがせ流しびな」行事】 

■開催日／平成 23年は 4月 5日（火）（毎年旧暦 3 月 3日） 

当日でも「流しびな」を購入（７００円で、お札付き）できます。 

■問合せ先／もちがせ 流しびなの館（鳥取市用瀬町別府 32-1） 

TEL.0858-87-3222 FAX.0858-87-3169 http://nagashibinanoyakata.jp/index.php 

開館時間／9:00～17:00 休 館 日／毎週水曜日 ※祝の場合は開館 

 

 

６ 吉本新喜劇の海原さおり・しおりさんが鳥取県の観光ＰＲ！ 

３月５日～６日、大阪のハービス HALLにて開催される

「Beautiful-aging Festa 2011」（ＪＴＢ西日本など主催）で、

吉本新喜劇の海原さおり・しおりさんが「温泉王国とっとり」

を PR します（６日）。「いったテェナー鳥取県 温泉王国とっ

とりをめぐる旅」と題して、鳥取県にある１０箇所の温泉地に

ついて、その効能、魅力だけでなく、温泉地周辺の観光地など

も PR していただき、鳥取県での健康で美しくなる旅行について提案します。また「Beautiful-aging 

Festa 2011」の期間中（５日～６日）、鳥取県観光 PR ブースが開設されます。是非、ご来場くだ

さい。 

【鳥取県ＰＲプログラム「いったテェナー鳥取県 温泉王国とっとりをめぐる旅」】 

■日程／３月６日（日） １３：００～１３：５０ 

■開催場所／ハービス HALL ステージＢ（大ホール ２０８席） 

■内容／（温泉地を中心に）鳥取県の観光・食などを、吉本新喜劇の海原さおり・しおりと鳥取県

観光親善大使によるＰＲ。   

■問合せ先／鳥取県文化観光局観光政策課 電話 0857-26-7237 

【鳥取県ブースにて観光ＰＲ】 

■日程／３月５日（土）～６日（日） 

■開催場所／ハービス HALL Ｂ２Ｆ出展ブース（Ｗ－８） 

■内容／パンフ、温泉グッズ、鳥取県温泉紹介タペストリー等にて鳥取県観光ＰＲ 

【三朝温泉等ＰＲプログラム「心とカラダを癒す“源泉の恵み”」】 

■日程／３月５日（土） １１：３０～１２：２０ 

■開催場所／ハービス HALL 小ホール（２００席程度） 

http://nagashibinanoyakata.jp/index.php


■内容／山岡聖典（岡山大学大学院教授）等によるラドン･ラジウムの効能などについての講演 

 

 

７ 琴浦スイートるｄｅフェア開催中！ 

鳥取県中部の琴浦町。この地域には鳥取県の東西を結ぶ幹線道路国道

9 号線が走っており、実はその沿道には魅力的な飲食店がたくさんあ

ります。ここを琴浦グルメストリートと呼び、昨年から数々のグルメ

企画が発信されています。 

そして、今回はその第４弾。とっておきスイーツ企画「琴浦スイート

るｄｅフェア」が開催中です。この季節ならではの温かいものやチョ

コレートを使ったスイーツなど、店の意匠を凝らした数々のスイーツ

をご堪能いただけます。さらに、「琴浦スイートるｄｅフェア」のチ

ラシにお買い上げ店舗のスタンプを２つ集めるとステキな賞品が当

たる抽選に参加できます。 

ホワイトデーのお返しは、琴浦グルメストリートのスイーツで決まり！ 

■開催期間／２月５日（土）から３月１４日（月） 

■場所／琴浦グルメストリート（国道９号線沿い）界隈 

■参加店舗／琴浦グルメストリート界隈１１店舗 

■問合せ先／NPO 法人 琴浦グルメストリートプロジェクト 電話 0858-52-3816 

 https://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=153582#itemid552848 

 

 

８ ようこそようこそ鳥取へ！「アウェイ観戦＆観光ガイド in 鳥取」新設 

苦節１０年。鳥取を本拠地とするサッカーチーム「ガイナーレ鳥取」が、昨年、感動のＪ２入りを

果たしました。３月６日（日）には初戦「ガイナーレ鳥取」ＶＳ「徳島ボォルティス」、そしてホ

ーム初戦は「岐阜ＦＣ」を迎え撃ちます。それに先立って、ガイナーレ鳥取では、アウェイサポー

ター向けＷＥＢサイト「アウェイ観戦＆観光ガイド in 鳥取」を開設しました。同ＷＥＢは、アウ

ェイサポーターに向けの観戦情報だけでなく、鳥取県へのアクセス、グルメ、宿泊、お土産情報な

ど、鳥取に来ていただける方々への嬉しい情報が盛りだくさん。ツイッターでも評判の「おもてな

し」心満載の「アウェイ観戦＆観光ガイド in 鳥取」に、サッカーファンならずとも是非アクセス

してみてください。 

■ホームページ名称／アウェイ観戦＆観光ガイド in 鳥取」 

■URL http://www.gainare.co.jp/tottori_guide/ 

 



９ 三朝温泉「ラドン熱気浴」体験 

鳥取県中部の山間にある、古くから親しまれてきた山陰の名湯「三

朝温泉」。世界屈指のラジウム泉として有名で、そのお湯には高

濃度のラドンが含まれています。ラジウムが分解される際に生じ

る微弱な放射線をラドンといい、これを身体に浴びると新陳代謝

が活発になったり、免疫力や自然治癒力が高まったりする「ホル

ミシス効果」と呼ばれる効果があるそうです。 

温泉に浸かるだけでも癒し効果がありますが、今注目されているのが「ラドン熱気浴」。温泉の熱

と蒸気を利用した熱気浴室に約３０分間入るというもので、血液循環の改善や体の痛みの軽減、蒸

気による気道の正常化などの効果が期待できるとのこと。この「ラドン熱気浴」は、なかなか一般

の方々が入浴する機会はありませんでしたが、今回３月３１日（木）までの期間限定で「熱気浴体

験プラン」として気軽に体験できます。このプランでは、熱気浴の後に近くの公衆浴場「たまわり

の湯」で温泉を楽しむこともでき、のんびり贅沢に三朝温泉を堪能できます。三朝温泉で行われて

いる世界でも珍しい「ラドン熱気浴」などを、ぜひこの機会に三朝温泉で体験してみてください。 

■ 問合せ先／たまわりの湯 電話 0858-43-0017  ＊ラドン熱気浴体験は予約が必要です。 

http://www.misasa-navi.jp/293/6614.html 

http://www.spa-misasa.jp/ 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

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 23年 2月 28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/ 

http://www.misasa-navi.jp/293/6614.html
http://www.spa-misasa.jp/
mailto:kankou@pref.tottori.jp
http://yokoso.pref.tottori.jp/

