
 

 

 

  

 

 

 

３月１１日に発生した東日本大震災により被災された方々に対しまして、心よりお見舞い申し上げます。 

鳥取県では、県内施設等への避難者受け入れや、被災地に支援物資をお届けするために職員災害応

援隊を派遣する等、被災された方々・地域への様々な支援を行っております。 

鳥取県の対応については、以下の WEBページにて随時お知らせしておりますので、ご参考ください。 

■東北地方太平洋沖地震への鳥取県の対応／ 

http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=154943 

■問合わせ先／鳥取県庁危機管理局 危機管理政策課  

電話 0857-26-7584  ファクシミリ 0857-26-8137 

今後も、県内各機関、全国知事会、関西広域連合等とも連携して、被災地のニーズに対して迅速

に対応すべく各種支援を実施していきたいと考えております。 

 

 

１ 山陰海岸ジオパークを旅して豪華賞品をゲットしよう！ 

  平成２２年１０月、世界ジオパークネットワークに加盟認定された「山陰海岸ジオパーク」。

貴重な地形・地質遺産を多く観察することができる、まさに「地形・地質の博物館」であり、

鳥取県鳥取市の白兎海岸から京都府京丹後市の経ヶ岬までの、大小様々な岩石と青い海が織り

なす自然の景観は、本当に美しく感動的です！ 

鳥取県内には、鳥取砂丘、浦富海岸、白兎海岸、湖山池などのジオスポットや、鳥取砂丘ジ

オパークセンター、山陰海岸学習館などの学習施設、岩井温泉や吉

岡温泉といった温泉があり、オールシーズン楽しめる、旅行を企画

されている皆さんにはぴったりのエリアです。 

更に、今、山陰海岸ジオパークをもっと知って楽しんでいただけ

る企画として「山陰海岸ジオパークスタンプラリー」が実施されて

います。エリア内を巡っていただき、スタンプを集めて応募いただ

いたかたの中から抽選で、温泉宿泊券、特産品詰め合わせ等、豪華

賞品をプレゼント！ 

「山陰海岸ジオパーク」を巡っていただき、自然の造形が生み出

す風景を堪能してください！                   （案内パンフレット） 

http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=154943


 

■実施期間／平成２３年７月２３日（土）～平成２４年１月３１日（火） 

■応募方法／応募用紙を使って指定された施設を巡ってスタンプを５個以上集め、必要事

項を記載し、応募先へ送付。 

※ただし、集めたスタンプの個数により応募できる商品が異なります。申込みは１人１

回限り。商品は選べません。 

■応募用紙／鳥取空港、JR 岩美駅、JR 鳥取駅のほか、エリア内のジオパーク関連施設で入

手いただくか、ホームページからダウンロードしてください。詳しくは下記までお問合せ

ください。 

■問合せ先／山陰海岸ジオパーク推進協議会（兵庫県豊岡総合庁舎内） 

  電話 0796-26-3783 

  ホームページ http://sanin-geo.jp/modules/geopark/index.php/stamprally.html 

 

 

２．第３０回全国都市緑化とっとりフェアの開催 

  緑豊かな潤いのある街づくりを目的として毎年開催されて

いる花と緑の祭典。第３０回目はここ鳥取で開催されることが

決定しています。メイン会場は山陰海岸ジオパークエリアにあ

る湖山池（鳥取市湖山町）ということですが、世界ジオパーク

エリア内での開催は全国初！だそうです。湖山池は、全国でも

珍しい「石がま漁」が行われるなど漁業の場や農業用の水源と

して利用されているほか、その美しい景観も有名で、市民の憩 

いの場となっています。 

「第３０回全国都市緑化とっとりフェア」では、身近な野山の草花などの美しさを再発見

し、生活へ取り込む「鳥取流緑化スタイル」を発信するほか、県民や市民の皆さんの手でフ

ェアを盛り上げるなど、鳥取ならではの展開が計画されています。 

   また、サテライト会場として予定されている会場も、東郷湖羽合臨海公園は「海と池と緑」

の都市公園、とっとり花回廊は、一年中世界の花が楽しめる日本最大級のフラワーパークで、

水と緑あふれる鳥取を体感していただくのにふさわしい場所となっています。この自然豊か

な鳥取から、自然を大切にしながら楽しむ「鳥取の心」を全国に発信していきます。皆様、

是非、お越しください。 

 

   ■開催時期／平成２５年 秋 

   ■主催／鳥取県、鳥取市及び都市緑化基金 

   ■会場／メイン会場：湖山池公園（鳥取市湖山町） 

（湖山池） 



       サテライト会場：東郷湖羽合臨海公園（鳥取県湯梨浜町藤津）、とっとり花回廊

（鳥取県南部町鶴田） 

   ■問合せ先／緑のまちづくりオフィス（鳥取市吉方温泉 3 丁目 701（鳥取市文化センター2

階）） 電話 0857-25-3500・3501 

 

 

３ 映画「恋谷橋」、いよいよ全国ロードショー！ 

昨年鳥取県三朝町でロケが行われ、「第１回スーパーシナリオグランプリ」で約７００作の

中から選ばれた受賞作「雨の中の初恋」を原作とした脚本による、映画「恋谷橋」。情緒あふ

れる三朝温泉を舞台に、老舗温泉旅館に生れた主人公が、上京するものの挫折して帰郷し、友

人らと協力して温泉街の復興に取り組む姿を描いたストーリーです。現在、鳥取県内で先行上

映中ですが、いよいよ、１１月に全国ロードショーが決まりました！ 

 主演の上原多香子さんをはじめ、水上剣星さん、中澤裕子さん、土屋アンナさん、川岡大次

郎さん、松方弘樹さんら豪華キャストの皆さんとともに、三朝温泉を中心とした鳥取の風景が

次々と登場。映画には、映画のタイトルとなった「恋谷橋」

はもちろん、三朝の温泉街、川原露天風呂、三朝温泉の起

源にまつわる「白狼伝説」、県内唯一の国宝建造物「三徳

山三佛寺 投入堂」、川のせせらぎとカジカガエルの声が

楽しめる三徳川、鳥取県を代表する伝統工芸品「因州和紙」

など、三朝を中心とした鳥取の風景が次々と登場し、しっ

とりとした落ち着いた映画の雰囲気ととてもよくあって

います。 

情緒あふれる風景を映画でご覧になった後には三朝温泉  

にお越しいただき、三朝の町を巡りながら映画の感動を再び味わってみてはいかがでしょうか。 

 

■全国ロードショー／１１月～ 東京（シネマート六本木、シネマート新宿） 

■公式サイト／http://www.koitani.co.jp/ 

■公式ツイッター／http://twitter.com/koitanibashi 

  ■三朝町の観光に関する問合せ／三朝温泉観光協会（鳥取県東伯郡三朝町三朝） 

   電話：0858-43-0431 

   ホームページ http://www.misasa-navi.jp/ 

 

 

４ 全国のアニメファン、コスプレファン、鳥取に集合！  

（三朝温泉） 



水木しげる、谷口ジロー、青山剛昌など、世界的に著名なまんが家の出身地である「まんが

王国とっとり」。２０１２年１１月７日から１１月１０日には国際マンガサミットの開催も決

定しており、これからどんどん盛り上げていきます！ 

盛り上げにふさわしいイベントがこの秋、鳥取で

続々開催されます。まずは、９月３日、４日に開催さ

れる「アニカル＝アニメ   

カルチャー」を楽しむイベント、「とっとりアニカ

ルまつり２０１１」。今年２月に米子市で開催され、

大盛況のうちに幕を閉じた「とっとりアニカルまつり

零」が、この秋再び米子市にやってきます！鳥取県出

身のＭＩＱ(ミク)さん、「マジンガーＺ」等でおなじみの水木一郎さん、ポケットモンスター

のサトシ役の松本梨香さんなど豪華ゲストが出演され、アニメソング歌合戦やアニソンライブ

など楽しいイベントが繰り広げられます。因みに、イメージ キャラクターの「リトット」は、

鳥取県出身のイラストレーター、赤井孝美さんがデザインされたキャラクターです。 

 そして、鳥取県湯梨浜町にある中国庭園「燕趙園」で、今   

年も中華コスプレアジア大会か開催されます。日本国内だけ  

でなく、中国や韓国など海外からもたくさんのコスプレ好き 

の「コスプレイヤー」の皆さんが参加して盛り上がるこの大 

会。今年は１１月１２日、１３日に開催されることが決定し  

ました。いろんなコスプレを楽しむ皆さんが燕趙園に集い、 

さまざまなパフォーマンスを競いながら、国境を越えた参加 

者どうし、交流を深めています。 

  マンガやアニメ、コスプレファンにはたまらないイベントが、この秋、鳥取で続々開催され

ます！乞うご期待！ 

 

■「とっとりアニカルまつり２０１１」 

 ・日程：９月３日（土）、４日（日） 

 ・会場：米子コンベンションセンター（米子市末広町２９４） 

 ・内容：一般参加による歌合戦、アニソン歌手によるライブ、コスプレイベント等（※一

部イベントは入場料が必要。詳しくは問合せ先まで） 

 ・問合せ先：とっとりアニカルまつり実行委員会事務局（米子市西倉吉町５７） 

      電話 0859-21-5655 

      ホームページ http://anikaru.jp/2011/ 

   

 

（「とっとりアニカルまつり零」の様子） 

（燕趙園） 

http://anikaru.jp/2011/


■「第４回中華コスプレアジア大会」 

   ・日程：１１月１２日（土）、１３日（日） 

   ・場所：燕趙園（鳥取県湯梨浜町引地 565-1） 

・問合せ先：中華コスプレプロジェクト大会事務局（鳥取県倉吉市瀬崎町 2751-27） 

      （Ｗｅｂ鳥～みんぐ内） 

  電話 050-3306-7368 

         ホームページ http://www.pulse.vc/cos/index.php 

 

 

５ 「第３回妖怪ウオーク」開催 ～ 佐々木えるざさんが参加します 

  「まんが王国とっとり」に欠かせない、漫画「ゲゲゲの鬼太郎」の作  

者、水木しげる先生ゆかりの地、鳥取県境港市では、今年も水木先生ゆ 

かりの地をめぐる「妖怪ウオーク」が開催されます。今年は、２００９ 

年ミス・ワールド日本代表、「とっとり健康づくり大使」、鳥取県出身 

の佐々木えるざさんがやってきます！コースは１０．７ｋｍコースと、 

６．６ｋｍコースがあり、どちらも「水木しげる先生生家」、「水木しげ

る記念館」、「水木しげるロード」を巡るコースとなっていて、ウオーキ 

 

ングしながら妖怪のまちをお楽しみいただけます。健康な方ならどなたでも参加でき、参加者

には鬼太郎バッジ、カニ汁ふるまいなどお楽しみ企画も用意されています。ＪＲ米子駅から、

当日の集合場所となっているＪＲ境港駅前広場へお越しの際は、鬼太郎列車に乗って、妖怪の

名前の付いた駅も楽しみながらご来場ください。 

佐々木えるざさんのあの健康的な美しさ、とても羨ましいです。一緒に歩けば何か秘訣が分

かるかも・・・。 

ウオーキングも妖怪で盛り上げる妖怪一色の境港ですが、この秋、ＮＨＫ連続テレビ小説と

してドラマ化、そして映画化もされた「ゲゲゲの女房」（武良布枝著、2008 年実業之日本社）

が、今度は舞台化されます！水木しげる先生の妻、布枝さん役に水野美紀さん、水木しげる先

生役に渡辺徹さんと、豪華キャスト出演で、９月２９日（木）から１０月７日（金）まで、東

京日比谷のシアタークリエで上演されます。ゆかりの地をめぐった後で舞台を見ていただくと、

また違った感動を味わうことができるのではないでしょうか。 

鳥取県内には、境港の他にも、「名探偵コナン」でおなじみの「青山剛昌ふるさと館」（北

栄町由良宿）、今年７月に漫画家谷口ジロー先生を中心とした漫画コーナーがオープンした「わ

らべ館」（鳥取市）など漫画に関するスポットがありますので、こちらも是非お立ち寄りくだ

さい。 

 

（案内チラシ） 

（案内チラシ） 



■開催日／９月２４日（土） 

■コース／10.7 キロコース（9:30 JR 境港駅前広場集合、6.6ｋｍコース（10:30 JR 境港 

駅前広場集合） 

■参加料／一般（高校生以上）1,000 円（当日、現地申込 1,500 円）、小人 500 円（当日、

現地申込 1,000 円）、小学生未満は無料 

■申込み・問合せ／境港妖怪ウオーク実行委員会（境港市竹内団地 255-3 夢みなとタワー

１階境港市観光協会内） 電話 0859-47-3880、ＦＡＸ 0859-47-3885 

   ホームページ http://www.sakaiminato.net/site2/page/event/mizuki/3yohkaiwalk/ 

  ■境港市観光協会 境港市観光協会（鳥取県境港市竹内団地 255-3） 

   電話 0859-47-3880 

 

 

＜夏休みは境港へ臨時バスでお越しください！＞ 

  大阪～境港市間を結ぶ下記臨時バスが期間限定で運行されます。境港へお越しの際は是非

ご利用ください。 

○境港行き 運行期間：８月５日（金）～８月１３日（土） 

大阪梅田（8:30 発） → 千里桃山台（8:40 発） → JR 米子駅前（12:05 着） → 

→JR 境港駅前（12:40 着） 

○大阪行き 運行期間：８月１４日（日）～８月１８日（木） 

   JR 境港駅前（14:20 発） → JR 米子駅前（15:00 発） → 少路駅（18:20 着） → 

   →千里桃山台（18:25 着） → 大阪梅田（18:45 着） 

※申込み・問合せ／大阪予約センター 電話 06-6576-1181 

            米子予約センター 電話 0859-35-0811 

     ホームページ 

http://www.nihonkotsu.co.jp/bus/highway/course/sakaiminato_yonago-osaka.html 

 

 

６ 鳥取の特産品の豪華コラボ「梨フルーツらっきょう」登場！ 

鳥取県を代表する特産品といえば梨。あと１ヶ月もすれば

梨の季節がやってきますが、この梨と、同じく鳥取の特産品

として有名ならっきょうを使って、このほど新しいグルメが

誕生しました。県内から提供された規格外の梨のすりおろし

果肉に、鳥取市福部町産のらっきょうを漬け込んで、フルーツ 

感覚で食べることができます。「女性の美と健康」をテーマにして開発されただけあって、塩

分、糖質、カロリーが控えめとなっていて、健康のためにも嬉しい逸品です。 

（梨フルーツらっきょう） 



  鳥取県内の民間企業や果実生産者などで構成される「梨美人グループ」が企画され、誕生し

ました。らっきょうといえば、甘漬けがおなじみですが、甘漬けファンのかたも、らっきょう

はちょっと苦手だった・・・というかたも是非一度お試しください。７月１６日（土）から、

「道の駅 神話の里 白うさぎ」にて販売されており、今後、販路拡大も検討されています。

是非お土産としてもお試しください。 

  ■問合せ／（有）田畑商店 0857-22-2328 

  ■「道の駅 神話の里 白兎」鳥取県鳥取市白兎 613 

電話 0857-59-6700 

 

 

７ 全国柿の種吹き飛ばし大会 

こちらも鳥取県の特産品の話題です。全国柿の種吹きとばし大会が

今年も鳥取県南部町で開催されます。昨年は約４００人の参加者で賑

わったこの大会。今回で２３回目を迎えます。いちじく、二十世紀梨

などおいしいフルーツが特産の南部町。中でも代表的な特産品の一つ

が富有柿（ふゆうがき）です。その富有柿を食べて種を吹き飛ばし、

距離を争うというユニークな大会です。富有柿は、甘柿の代表的な品

種で果実が大きくて、果汁が多く、甘味が強いのが特徴。おいしい富有柿を食べながら楽しん

でいただけるイベントです。メンズ部門とレディース部門があり、優勝者には豪華商品が待っ

ています！おいしい柿を味わって、豪華商品を狙ってチャレンジしてみてください。 

 

  ■開催日／１１月２３日（水・祝） 

  ■開催場所／南部町農業者トレーニングセンター（鳥取県西伯郡南部町天萬 526） 

  ■問合せ／南部町役場企画政策課 

   電話 085966-3113 ＦＡＸ 0859-66-4226 

 

 

コラム ベニズワイガニ漁解禁！ 

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。あまり

大きく注目されることが少ない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。 

また、9 月 1 日には沖合い底び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 23 年 7 月 27 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/ 
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