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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  

TEL 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 来年も「開運八社めぐり」で幸運を呼び込もう！ 

今年も残すところあと２ヶ月となりました。

今年が卯年ということで企画された「白兎（は

くと）神社」と県内の神社八社をめぐる「卯乃

年 因幡伯耆国開運八社巡り」。来年の辰年も

「辰年 伯耆國（ほうきのくに）開運八社巡り」

が登場です！「辰」に因んだ神社として天井に

海の支配者「龍」の彫刻がある「神﨑（かんざ

き）神社」（琴浦町）が加わります。 

鳥取県の旧伯耆国（現在の鳥取県中西部）は

古来より良質の砂鉄が採れたことから「たたら文化」が隆盛した歴史を持っています。「金持

（かもち）神社」（日野町）、「樂樂福(ささふく)神社」（日南町）など、たたら文化を今に

伝える縁起の良い名前の神社八社と、「神﨑神社」を巡って、今年も開運手ぬぐいを作ってい

ただけます。 

更に、今年１１月２１日（月）から１ヶ月間に限り、卯年と辰年の両方の手ぬぐいがセット

で販売されます。無事に過ぎ行く１年への感謝をこめた「仕舞（しまい）参り」と来たるべき

新年の多幸を願う「初詣」に、開運手ぬぐいで運気上昇を祈りましょう！  

   

■辰年開運てぬぐい販売／平成２３年１２月～（３９０円） 

（辰年の開運手ぬぐいのイメージ） 

http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=154943
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   ■卯年・辰年の手ぬぐい／平成２３年１１月２１日（月）～平成２３年１２月２０日（火）

（１ヶ月限定販売、５８０円） 

   ■入手方法／鳥取県観光連盟及び八社のある各市町観光協会 

  ■問合せ先／鳥取県観光連盟（鳥取市栄町６０６） 

      TEL:0857-39-2111、ホームページ http://www.tottori-guide.jp 

 

 

２ 因幡の白兎を助けた大国主命の伝説 

  今年の開運八社めぐりにも登場する「白兎神社」に

伝わる白兎伝説。大国主命はもともと出雲の国の神様

ですが、兄達（八十神）と出雲から因幡の国へ旅をし

ている途中、毛をむしりとられて泣いている兎を助け

たというお話。その伝説の記されている古事記が、来

年平成２４年で編纂から１３００年をむかえ、両県で

も今後様々な事業やイベントが予定されていますが、

今回、鳥取、島根両県に伝わる「大国主命神話」をテーマとしたフォーラムが開催されます。 

鳥取と島根両県のつながりが、太古の昔から１３００年を経た現代まで続いているとは・・・。

両県には歴史ある温泉地や観光スポットがあります。歴史ロマンあふれる山陰に、是非お越し

ください。 

 

■「古事記編纂 1300 年記念フォーラム～鳥取・島根両県にまたがる「大国主命神話」～」 

■日時：平成２３年１１月２３日（水・祝）午後２時～午後４時３０分 

■場所：米子コンベンションセンター「ビッグシップ」 情報プラザ 

■内容：基調講演「出雲神話の魅力（仮）」、講師：藤岡大拙氏（ＮＰＯ法人出雲学研究

所理事長）、専門家等によるパネルディスカッション等 

■問合せ先：鳥取県ケーブル協議会事務局（（株）中海テレビ放送内） 

TEL：0859-29-2854 

 

 

３ 頑張るあなたへ「きれいをチャージ 女子旅のスゝメ」 

日々忙しくしているかた、特に女性の皆様に、倉吉市観光協会から素敵な旅のご提案です。

その名も「きれいをチャージ 女子旅のスゝメ」。日頃疲れたり様々なストレスにさらされて

（白兎海岸） 



 - 3 - 

いる女性の皆様に、心身ともに「きれい」を取り戻してもら

いたい。そんな思いで女性スタッフ自らが加わって企画され

ました。 

綺麗な肌には欠かせないコラーゲンを使った料理「ぴん

麺」（倉吉市）、三朝温泉の泉源１００％を詰め込んだ温泉

化粧水「三朝みすと」、豊かな森に癒される「森林セラピー」

（八頭郡智頭町）、山の幸を使った自然食で知られる「山菜

料理みたき園」（八頭郡智頭町）、性格・恋愛・相性を占う

「満正寺 九曜星占盤」（倉吉市）など、鳥取県中部を中心

に、女性の旅には欠かせないグルメやスポットなどをご紹介。

女性のために良いものであれば、倉吉市にはこだわらない、

女性スタッフ達の温かい気持が詰まった企画です。 

鳥取を旅して「きれいをチャージ」！頑張った自分へのご褒美に、是非お越しください。 

 

■問合せ先／倉吉市観光協会（倉吉市葵町 722 倉吉市役所本庁舎１階） 

      TEL:0858-23-2008 

      ホームページ「倉吉観光情報」 http://www.apionet.or.jp/kankou/ 

 

 

４ 鳥取砂丘で砂の芸術を堪能！～世界初「砂の美術館」オープン～ 

平成１８年（２００６年）に第１期展示をスタートして

以来、「イタリア・ルネサンス」、「世界遺産・アジア編」、

「砂で世界旅行・オーストリア編」、「砂で世界旅行・ア

フリカ」と、世界各国の美しい風景や遺跡、建築などを砂

で表現し、その高いクオリティと美しさで人々を魅了して

きた砂の美術館。もっと快適な環境で作品を鑑賞していた

だくために展示スペースを広げて作品数を増やし、世界初

の全天候型の砂像展示施設として、来春リニューアルオー

プンします。 

オープニングを飾る第５期展示は「砂で世界旅行・イギ 

リス」。大英帝国の時代から伝統あるイギリスの様々な姿  

が砂像作品となって皆様の前に登場します。来春は、雄大な鳥取砂丘で超一流の砂の芸術を堪

能できる、贅沢な鳥取の旅をどうぞ！  

 

■第５期展示／「砂で世界旅行・イギリス～語り継がれる大英帝国の繁栄と王室の誇り～」 
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■展示期間／平成２４年４月１４日～平成２５年１月６日 

■観 覧 料／一般６００円（５００円）、小中高校生３００円（２００円） 

      ※（ ）内は２０名以上の団体料金 

■開館時間／午前９時～午後８時 

■休 館 日／展示替期間中 

■問合せ先／鳥取砂丘「砂の美術館」（鳥取市福部町湯山 2083-17）       

      ホームページ http://www.sand-museum.jp/ 

■関連情報／「第３回 鳥取砂丘検定」 

世界ジオパークネットワークに加盟した山陰海岸ジオパークの西に位置する鳥取砂丘

の知られざる事実。「鳥取砂丘になぜオアシスがあるの？」、「鳥取砂丘と大山との関

係は？」鳥取砂丘のさまざまな魅力や秘密を知ることができる「鳥取砂丘検定」。 

あなたも、鳥取砂丘のうんちくを語れる鳥取砂丘通になってみませんか！鳥取砂丘の 

魅力をもっと知っていただくために、今年も鳥取砂丘検定を実施します。 

 ・試験日：平成２３年１１月２３日（水・祝） 

 ・会場：鳥取商工会議所（鳥取会場）、都道府県会館（東京会場） 

 ・受験料：基礎コース５００円、一般コース１，０００円、併願１，２００円 

 ・申込締切：１１月７日（月）（団体申込みは１０月３１日（月）） 

       ※申込期間を延長しました。 

 ・申込・問合せ先 

鳥取砂丘検定実行委員会事務局 TEL:0857-26-0756 

  鳥取県観光政策課山陰海岸世界ジオパーク推進室 TEL:0857-26-7236 

 

 

５ 冬の味覚「松葉がに」イベント 

鳥取の冬の味覚の代表「松葉がに」が１１月６

日、いよいよ解禁となります。待ちに待った山陰・

日本海の松葉がに漁のスタートです！「松葉がに」

は、主に鳥取港、網代（あじろ）漁港、田後（た

じり）港、境漁港で水揚げされ、水揚げされた松

葉がにはまさに鳥取の冬の風物詩。この時期、こ

れらの漁港のある地域では「松葉がに」を味わう

イベントが毎年開催されます。地元の人々が心待

ちにしている松葉がに、皆さんも鳥取の冬のグル

メ、「松葉がに」を是非ご賞味ください。 

 

（鳥取砂丘） 
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■田後漁港大漁感謝祭 

・日時：平成２３年１１月２６日（土） 

・場所：田後漁港（岩美郡岩美町田後） 

・内容：セリ市、かにの甲羅投げ大会 ほか 

・問合せ先：田後漁港大漁感謝祭実行委員会 

TEL：085772-1531 

   ■網代港松葉か～にバル 

    ・日時：平成２３年１１月２６日（土） 

    ・場所：網代漁港（岩美郡岩美町大谷） 

    ・内容：かに汁無料配布、カニ釣り（松葉がに、親がに）ほか 

    ・問合せ先：網代港松葉か～にバル実行委員会 TEL：0857-72-0481 

   ■鳥取かにフェスタ 

    ・日時：平成２３年１１月２６日（土）午前９時～午後２時 

    ・場所：マリンピア賀露内（鳥取賀露町西４丁目１８０６番地） 

    ・内容：かに汁無料配布（1,200 食限定） ほか 

    ・問合せ先：とっとりかにフェスタ実行委員会（鳥取県漁協） TEL：0857-28-0111 

   ■カニ感謝祭 

    ・日時：平成２４年１月１５日（日）午前１０時～ 

    ・場所：境港市 水木しげる記念館～水木しげるロード 妖怪神社 

    ・内容：鬼太郎たち妖怪（着ぐるみ）と水木しげるロードをパレードし、妖怪神社にリ

ヤカーいっぱいのカニを奉納 

    ・問合せ先：境港カニ水揚げ日本一ＰＲ実行委員会（境港市水産課内） 

TEL：0859-47-1055 

 

 

６ 冬の鳥取はウインタースポーツで楽しもう！～スキー場情報～ 

冬の味覚についてご紹介しましたが、味覚だけで 

なく、スポーツも鳥取でお楽しみいただけます！  

鳥取県西部には西日本最高峰の大山、東部には氷ノ 

山にスキー場があり、冬は多くの人々で賑わいます。 

今年も県内各スキー場でウインタースポーツをお楽 

しみください。 

 

■わかさ氷ノ山スキー場開き 

・予定日／平成２３年１２月１７日（土） 

（大山スキー場） 
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・内容／午前９時～神事ほか、宝さがし などのイベントが予定されています。 

・問合せ先／若桜町観光協会 TEL：0858‐82‐2237 

・HP／若桜町観光協会 http://kanko.town.wakasa.tottori.jp/ 

※関連情報 「第１７回西日本雪合戦大会」 

毎年真冬に熱戦が繰り広げられる恒例のイベント。今年も平成２３年２月１１日（土・

祝）～１２日（日）に開催予定です。詳細は分かり次第お知らせします！ 

■江府町スキー場開き祭（奥大山スキー場、鏡ヶ成スキー場）】 

・予定日／平成２３年１２月１８日（日） 

・場所／未定 

・問合せ先／江府町観光協会 TEL：0859-75-6007 

・HP／江府町ホームページ http://www.town-kofu.jp/ 

■桝水高原スキー場開き祭 

・予定日／平成２３年１２月２３日（金・祝） 

・問合せ先／桝水高原スキー場 TEL：0859‐52‐2235 

・HP／桝水高原スキー場 http://www.houki-town.jp/ski/ 

■「だいせんホワイトリゾート」スキー場開き（国際、上の原、中の原、豪円山） 

・予定日／平成２３年１２月２３日（金・祝） 

・問合せ先／大山町観光協会 TEL：0859‐52‐2502 

・HP／鳥取・大山のスキー場ガイド http://www.daisen.jp/ski/ 

■花見山スキー場開き 

・予定日／平成２３年１２月中旬 

・問合せ先／花見山観光株式会社 ＴＥＬ：0859-83-0456 

・ＨＰ／花見山スキー場  http://www.hanamiyama.co.jp/ 

 

 

７ 冬の温泉には便利なバスをご利用ください 

   前回三朝温泉発着のバスの運行についてご紹介し

ましたが、今回も鳥取の温泉にお越しいただく皆様

に、便利なバスのご案内です。三朝温泉、はわい温

泉・東郷温泉、皆生温泉にお越しの際は是非ご利用

ください。 

 

 ■ 「三朝・はわいライナー」 

今年は、倉吉市の白壁土蔵群や境港のさかなセンター等に立ち寄って、食事やお買物を

（東郷湖） 
（皆生温泉） 
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楽しんでいただけるコースになりました。 

・期間（予定）  

（広島発）  平成２４年１月１７日（火）～３月１２日（月）   合計７２日間運行 

（三朝温泉発） 平成２４年１月１８日（水）～３月１３日（火） 合計７２日間運行  

・行程（予定） ※下記以外でも乗車できます。詳しくは問合せ先までお尋ねください。 

〔広島→三朝温泉、はわい温泉・東郷温泉〕 

可部駅前（7:30 発）→広島駅（8：30～8:40）→倉吉白壁土蔵群（12:45～14:25）  

→三朝温泉（15：00）→はわい温泉（16:45） 

〔三朝温泉、はわい温泉・東郷温泉→広島〕 

はわい温泉（9:00）→三朝温泉（9：55）→境港（さかなセンター又はなかうら）（12:20～13:30） 

→可部駅前（18:00）→広島駅（19：00着）  

・料金（予定） ５，０００円（往復）※税込み料金です。 

※三朝温泉、はわい温泉・東郷温泉にご宿泊のお客様のみご利用いただけます。  

・問合せ先  広交観光株式会社 TEL：082-238-4930  

   

■皆生温泉～境港駅直行バス 

    皆生温泉でゆっくり日ごろの疲れを癒した後は、妖怪たちが待つ水木しげるロードでお

楽しみください。 

・期間 平成２３年１１月６日（日）～平成２３年１２月５日（月） 

   ・行程 

〔皆生温泉→水木しげるロード〕 

皆生温泉発（8:45、9:50、16:10）→境港駅着（9:20、10:25、16:40） 

〔水木しげるロード→皆生温泉〕 

  境港駅発（9:20、10:25、15:15、16:40）→皆生温泉着（9:50、10:55、15:50、17:15） 

     ・運賃（予定） 大人６００円、小人３００円 

   ・問合せ先 日ノ丸自動車株式会社 TEL：0859-32-2123 

 

 

コラム 「まんが王国とっとり国際マンガコンテスト」 

   ２０１２年１１月、国際マンガサミットの開催が決定している鳥取県では、個性あふれる

優秀な漫画作品を発掘、顕彰し、多くの人に漫画に対する関心を抱いていただくため、「第１

回まんが王国とっとり国際マンガコンテスト」を実施します。プロ、アマ問わず、国籍も問

いません。漫画好きなかた、漫画家を目指すかた、自分の力を試したいかた等々、意欲のあ

るかた大歓迎です！水木しげるさん、谷口ジローさん、青山剛昌さんのように世界各国で認

められる漫画家が、これからもこの「まんが王国とっとり」から輩出されることを祈ります！ 
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■応募期間／平成２４年１月１日（日）～平成２４年３月３１日（土）※必着 

■応募作品／次の３部門で、「海」をテーマとした作品（複数部門応募可） 

     「１コマ漫画部門」、「４コマ漫画部門」、「ストーリー漫画部門」 

■応募方法・応募先／指定の応募票を作品に添付し、下記応募先へ送付 

■賞／鳥取県知事賞（最優秀賞） １作品：賞金５０万円 

優秀賞 ２作品：賞金１０万円 

審査員特別賞 ３作品程度：賞金５万円 

子ども漫画家賞（対象１５歳以下） ３作品程度：記念品（３万円相当） 

■入賞作品発表／平成２４年９月頃、授賞式は国際マンガサミット鳥取大会（平成２４年
１１月）にて実施 

■応募先・問合せ先／鳥取県文化観光局観光政策課まんが王国とっとり推進室 

 鳥取市東町一丁目２２０番地 TEL：0857-26-7759・7238 

ホームページ・応募要領：http://yokoso.pref.tottori.jp/dd.aspx?menuid=3062 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

編集・発行：鳥取県文化観光局観光政策課 TEL0857-26-7237 FAX 0857-26-8308 E-mail kankou@pref.tottori.jp   

発行年月日：平成 23 年 10 月 26 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/ 

mailto:kankou@pref.tottori.jp
http://yokoso.pref.tottori.jp/

