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平成２３年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、今後とも、復興に懸命に取り組まれる被災地の皆様を応援していくとともに、 

本県において避難生活をされている皆様に寄り添い、未来へ向けて全力で支えていきます。 

※鳥取県の対応について以下の WEBページにて随時お知らせしております。 

■東日本大震災への鳥取県の対応／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 

 

１ 「国際まんが博」でまんがやアニメの魅力をたっぷりお楽しみください！ 

 水木しげる氏、青山剛昌氏、谷口ジロー氏をはじ

め、国内外で親しまれる著名な漫画家を数多く輩出

している鳥取県では、今年１１月に米子市をメイン

会場に開催される「国際マンガサミット鳥取大会」

の開催を契機に、２０１２年を「まんが王国とっと

り」建国の年と位置づけ、国内外から多くのお客様

に鳥取においでいただき楽しんでいただくため、

「まんが王国とっとり建国記念国際まんが博」を開

催します。 

８月４日（土）から１１月２５日（日）の１１４日間にわたる「国際まんが博」では、期間中 

の毎週末・祝日は必ずまんがイベントを開催。鳥取が生んだ３人の著名まんが家はもちろん、数

多くのまんがコンテンツを網羅して、鳥取の「文化」や「食」とコラボレーションして展開し、

鳥取の楽しさを発信します。この全容は徐々にご紹介していきますが、今月号ではその一部をご

紹介します。 

【とっとりまんがドリームワールド】 

「とっとりまんがドリームワール

ド」は、「動く博覧会」として、東西

に細長い鳥取県を、東部、中部、西

部の３地域を移動して特別企画を展

開していきます。とっとりが生んだ

まんが家、水木しげる氏、青山剛昌

氏、谷口ジロー氏ら、日本が世界に

誇るまんが家の原画展示を実施する

ほか、子どもたちに大人気のキャラ
（とっとりまんがドリームワールド） 

（国際マンガサミット） 
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クター達が、まんがの世界から飛び出して繰り広げるステージショー、懐かしのまんが映画か

ら最新のヒット作品まで、子どもたちはもちろん大人も楽しんでいただけるまんが映画の上映

会など、ファミリーで楽しんでいただける企画が盛りだくさんです。また、５０００冊の蔵書

を誇るまんが図書館で、「見逃した」「読みたかった」まんがをおひとりでゆっくり楽しんでい

ただき、時間を忘れて、どっぷりとまんがの世界に浸っていただくのもお勧めです。 

■開催期間／会場 

   東部会場：８月４日（土）～８月１４日（火）／ 

コカ・コーラウエストスポーツパーク県民体育館（鳥取市布勢１４６－１） 

       中部会場：９月７日（金）～９月２３日（日）／ 

           県立倉吉体育文化会館（倉吉市山根５２９－２） 

      西部会場：１０月２０日（土）～１１月１１日（日）／ 

           どらドラパーク米子市民体育館（米子市東山町１０６－４） 

【地域スペシャルイベント（１）】 

  動く博覧会「とっとりまんがドリームワールド」の開催に合わせて、東部、中部、西部の各

地域の特色にマッチしたスペシャルイベントを展開します。 

○昭和３０～４０年代街並み再現プロジェクト 

谷口ジロー氏の作品「父の暦」に描かれている昭和３０～４０年代の街並みを再現 

■開催期間／会場 ８月４日（土）～８月１４日（火）（予定）／鳥取市 

○名探偵コナンからの挑戦状！北栄町の宝を探せ！！ 

参加者自身が“ハンター”となって宝の地図の暗号を解読し、決められたエリアを捜索し

ながら実際に隠された宝物を探し出す、リアル宝さがしゲームを展開。 

■開催期間／会場 ８月４日（土）～８月３０日（木）（予定）／東伯郡北栄町 

○名探偵コナンに挑戦！！巨大迷路 

■開催期間／会場 ８月４日（土）～８月３１日（金）（予定）／東伯郡北栄町 

○とっとりオリジナル妖怪屋敷！（仮称） 

■開催期間／会場 ８月４日（土）～８月３１日（金）（予定）／境港市 

【地域スペシャルイベント（２）】 

○第７回ゆるキャラⓇカップ in鳥取砂丘 

５０体以上のキャラクターが大集合！ゆるきゃらⓇ王者を目指して障害物競走や相撲な

どに挑戦する、涙あり、笑いありの大運動会！ 

■開催期間／会場 １０月２０日（土）～１０月２１日（日）（予定）／鳥取砂丘（鳥

取市） 

○中華コスプレアジア大会 

    中国を舞台にした小説やゲーム限定のコスプレ大会！中国、韓国、香港、タイなど海外か

らも多くのコスプレイヤーが集結！ 

     ■開催期間／会場 １１月１０日（土）～１１月１１日（日）／中国庭園燕趙園（湯梨

浜町） 

○とっとりアニカルまつり２０１２ 
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    アニメソング「ライブ」、声優トークショー、コスプレ、同人誌販売、まんが・アニメ原

画展などを開催します。 

■開催期間／会場 ９月８日（土）～９月９日（日）／米子コンベンションセンター（米

子市） 

※問合せ先（国際まんが博すべて） 

鳥取県まんが王国官房 TEL：0857-26-7238、ホームページ／http://manga-tottori.jp/ 

 

 

２ 鳥取城下、御馳候 ２０１２年６月９日（土）・１０日（日）は鳥取城跡に集え！ 

 安くて旨い地元で愛される「Ｂ級ご当地グルメ」を通じてまち   

おこし活動の日本一を競うイベント「Ｂ－１グランプリ」。このご

当地グルメの祭典「近畿・中国・四国Ｂ－１グランプリ」が、鳥

取市にて開催されます。過去、Ｂ－１グランプリゴールドグラン

プリを獲得した「富士宮焼きそば学会」、「ひるぜん焼きそば好い

とん会」、地元鳥取県からは「鳥取とうふちくわ総研」と、まち自

慢＆味自慢が鳥取城跡に集結します。「牛骨ラーメン」「鳥取ホル

モン焼きそば」など、鳥取県内で愛されているご当地の味を堪能

いただける「とっとりご当地グルメフェスタ」も同時開催です。

ご当地グルメ満載の鳥取を大いに味わってください。 

 

 【2012近畿・中国・四国Ｂ－１グランプリ in TOTTORI、（同時開催）とっとりご当地グルメフ 

ェスタ】 

■開催日時／平成２４年６月９日（土）、１０日（日） 

■会場／鳥取市 久松（きゅうしょう）公園周辺（久松公園、鳥取西高校グラウンド、鳥取

県庁北側駐車場） 

■問合せ先／2012近畿・中国・四国Ｂ－１グランプリ in TOTTORI実行委員会事務局 

     TEL 0857-39-8177、ホームページ  http://www.b1tottori.jp/ 

 

 

３ お腹を満たした後は、アートはいかが？「砂の美術館」オープン！！ 

  ご当地グルメでお腹が膨らんだら、アートで心 

を躍らせてはいかが。鳥取城跡から車で約１５分、 

「鳥取砂丘」では今春、砂のアートを堪能できる 

世界初の砂像（さぞう）展示施設「砂の美術館」 

がオープンしました。第５期展示のテーマは、ロ 

ンドン五輪にちなんで「砂で世界旅行・イギリス」。

ウェストミンスター宮殿やウィンザー城などの 

歴史的建造物をモチーフにした作品など、国内外 

（エリザベス１世と絶対王政） 
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のアーティストによって造られた超一流の砂像１６作品が展示され、ここでしかできない世界 

旅行をご堪能いただけます。     

砂と水だけで作られた砂像は、いつかは崩れてしまう儚さと、砂とは思えない精緻さが同居し

た魅力的な彫刻芸術。日没後はライトアップされ、昼とは違う表情でお客様をお迎えします。 

また、日本海に面した鳥取砂丘では、水平線に沈む美しい夕陽をご覧いただける季節が到来し

ます。晴天の夕刻になると、砂丘の最高峰「馬の背」では、刻々と変わる水平線の彩を眺める人々

が集います。さらに夕闇が訪れる頃に、海に一つ、二つと灯るのはイカ釣船の「漁火（いさりび）」

です。海に浮かぶ蛍のように夜の日本海を幻想的に彩る漁火と鳥取砂丘の組み合わせは他では見

られない、鳥取の夏の風物詩です。 

雄大な自然が見せてくれる彩とアーティストが創造した見事な彫刻芸術、昼も夜もお楽しみい

ただける鳥取砂丘へどうぞゆっくりとおいでください。                        

【鳥取砂丘「砂の美術館」】 

   ■所在地／鳥取市福部町湯山 2083－17 

  ■期 間／平成 24年 4月 14日（土）～平成 25年 1月 6日（日） 

   ■観覧料／一般 600(500)円、小中高生 300(200)円   ※（ ）は 20名以上団体料金 

    ■開館時間／9:00～20:00（最終入館 19:30まで） 

■問合せ先／鳥取砂丘「砂の美術館」 

TEL0857-20-2231、ホームページ http://www.sand-museum.jp/ 

 

 

４ ガイナーレトリピー完成！アウェイ観戦の前後は鳥取を満喫しよう！ 

 鳥取県マスコットキャラクターとして幅広く活躍している

トリピーですが、このたび新しい仲間「ガイナーレトリピー」

が誕生しました。これから、大好きな鳥取県の観光ＰＲのた

め、「ガイナーレ鳥取」の応援をはじめ、各地で鳥取の魅力を

伝えていきます。 

「ガイナーレ鳥取」は鳥取県をホームタウンに、日本プロ

サッカーリーグ（Ｊリーグ）に加盟する山陰初のプロサッカ

ークラブです。（「ガイナーレ鳥取」の沿革は、まんが王国と

っとり通信５「はばたけ！ガイナーレ鳥取！・・・の巻」で

も紹介しています。）クラブでは、アウェイサポーターの方々

に向けて、食・観光・アクセス情報を提供する専用サイトを開設し、鳥取の魅力を発信していま

す。 

全国のサッカーファンのみなさん！とりぎんバードスタジアムへ熱く激しく楽しい試合観戦

においでの際は、見どころ満載おいしい食べ物が盛りだくさんの鳥取の街も満喫してください。 

【まんが王国とっとり通信】 

   「まんが王国とっとり」発、県内の観光資源や話題をまんがにして紹介中です。 

   ■問合せ先／鳥取県まんが王国官房 TEL 0857-26-7238 
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【アウェイ観戦＆観光ガイド in鳥取】 

ホームページ http://www.gainare.co.jp/tottori_guide/ 

 

 

５ マイナスイオンたっぷり！癒しと涼を求めて・・・ 

  前述の「アウェイ観戦＆観光ガイド in鳥取」で、ガイ  

ナーレ鳥取選手おすすめランキング第２位、野人こと岡野  

雅行選手も「マイナスイオンバリバリ」と推す「雨滝（あ 

めだき）」は、高さ４０メートルの荘厳な飛瀑で、「日本  

の滝百選」にも選ばれています。 

周辺はトチやブナの豊かな自然林に覆われ、マイナス 

イオンをたっぷり浴びることのできる癒しのおすすめス   

ポットです。これから炎天の夏は避暑にぴったりのこの  

スポットは、山陰海岸ジオパーク（世界ジオパークネッ  

トワーク加盟）の扇ノ山エリアに属しており、瀑布と調和した雨滝安山岩、柱状節理の綺麗な玄

武岩の岩肌など美しい地形・地質を観察することもできます。 

散策に疲れて小腹が空いたら、雨滝地下から湧き出るミネラル豊富な天然水でつくる、こだわ

り豆腐がいただける豆腐工房へ。食事はもちろんですが、揚げたてホカホカ控えめな甘さの豆腐

ドーナツなどのスイーツもいただけるんです。ぜひ立ち寄ってみてくださいね。 

【雨滝】 

■場所／鳥取市国府町雨滝 

■問合せ先／鳥取市国府町総合支所産業建設課 

 TEL 0857-39-0560、ホームページ http://www.city.tottori.lg.jp/ 

鳥取県山陰海岸世界ジオパーク推進室 TEL 0857-26-7637 

              山陰海岸ジオパーク推進協議会事務局 ホームページ http://sanin-geo.jp/               

【豆腐料理あめだき】 

■問合せ先／TEL 0857-58-0231 ホームページ http://amedaki.jp/ 

 

 

６ 出会いと美しさのパワースポット！？粟嶋神社 

大いなる神の在ります山として古くから崇め祀られてきた大山。その大山の頂上に立ち国見を

された大国主命（おおくにぬしのみこと）とともに葦原中国（あしはらのなかつくに）の国造り

に関わったとされる少彦名命（すくなびこなのみこと）をお祀りしているのが粟嶋（あわしま）

神社です。 

原生林の生い茂る粟嶋の１８８段の石段を登ると、頂上に建っているのが粟嶋神社で、大国主

命と少彦名命との出会いと別れの場所がこの粟嶋神社であるとされています。 

またここには、悲しくも不思議な伝説があります。 

何も知らずに不老長寿といわれる人魚の肉を食べてしまった娘。何年経っても１８歳の美しい
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姿のままの娘は、世をはかなんで尼さんとなり、粟嶋

の洞穴に入って物を口にしないまま寿命を待ったが、

ようやく寿命が尽きたのは８００歳の時だったという

もの。「八百比丘尼」(八百歳まで長生きした尼さん)

は、延命長寿の守神として祀られています。 

うっそうと茂る森、空へ向かって伸びる参道（石段）、

「八百比丘尼」伝説、この地は、不思議なパワーに満

ちたスポットです。 

■所在地／米子市彦名町 1404 

■アクセス／JR米子駅から車で約 10分 

■問い合せ先／米子市観光協会 TEL 0859-37－2311 

 

 

７ 韓国ドラマ「アテナ～戦争の女神～」ロケ地巡りの旅はいかが 

鳥取・島根両県でも、地上波で放送中の韓国ドラマ「アテナ～戦争の女神～」、皆さんはもう

ご覧になりましたか？（ＢＳＳ山陰放送にて４月９日（水）～５月１０日（木）、月曜日～木曜

日１４：５５～１５：５０）鳥取砂丘、白兎海岸、白壁土蔵群・赤瓦、東郷池、とっとり花回廊

など鳥取県各地の風景がたくさん登場する同ドラマ、ロケ地マップを手に、ロケ地巡りで鳥取に 

いらっしゃるのはいかがでしょうか。ドラマのシーンと実際の風景と見比べながら、鳥取の魅力

をゆっくり満喫してください。（ロケ地マップ http://www.pref.tottori.lg.jp/153627.htm）  

【白壁土蔵群・赤瓦】 

白壁土蔵の多くは、江戸、明治期に建てられ、漆喰の 

白い土壁、焼杉の黒い腰板、赤い瓦などが、懐かしい風 

情をかもしています。ノスタルジックな街並みをゆっく 

りと散策しながら楽しんでいただける場所ですが、ドラ 

マではＮＴＳエージェントと傭兵たちとの追撃シーン

が繰り広げられました。 

例年、７月下旬の土曜日には、白壁土蔵郡周辺をかが

り火とろうそくを灯したビン灯篭で幻想的に彩る「光の

回廊」が実施されます。 

■所在地／倉吉市新町１丁目ほか 

■アクセス／ＪＲ倉吉駅から車で約 15分 

■開館時間／各館とも 9時～17時（休館日 12/31～1/1） 

■問合せ先１／赤瓦１号館（代表） TEL：0858-23-6666 

■問合せ先２／倉吉市観光協会 

 TEL:0858-22-8158、ホームページ http://www.apionet.or.jp/kankou/  

【倉吉打吹まつり】 

例年、８月の第１土曜日・日曜日に開催される夏まつり。伝統のみつぼし踊り、山車（屋台）

（粟嶋神社） 
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巡行、牛鬼パレード、女みこし飛天花火など様々なイベントが催され、多くの人で賑わいます。   

ドラマでは特別に再現された打吹まつりの人波の中、激しいカーアクションなど、ジョンウと

ジュノと傭兵たちの追撃シーンが繰り広げられました。 

今年の倉吉打吹まつりは、８月４日（土）、５日（日）に開催します。 

  ■会場／白壁土蔵群・赤瓦周辺、倉吉大橋下河川敷（鳥取県倉吉市新町 1丁目ほか） 

  ■問合せ先／倉吉打吹まつり実行委員会（倉吉市役所観光交流課内）TEL 0858-22-8158 

【とっとり花回廊】 

  大山を望む花壇日本最大級のフラワーパークです。総面積 50ha の広大な園内には、花壇の

他に「フラワードーム」や展示館、日本初の屋根付「展望回廊」など、天候や季節に左右され

ず一年中花が楽しめる魅力あふれる施設がたくさんあります。 

ドラマでは、ジョンウとヘインがソフトクリームを食べ 

ながら美しい花の丘を散策するデートシーンに登場します。

二人が食べたのは二十世紀梨の味をそのまま感じられるス

ッキリとした甘さのソフトクリーム。この他、ミルク味、

ブルーベリー味もあります。 

■所在地／鳥取県西伯郡南部町鶴田 110 

■アクセス／［シャトルバス］ 

米子駅から無料シャトルバスで約 25分           

［車］溝口 ICから車で約 10分 

■営業時間／［4月～11月］午前 9時から午後 5時、無休、［12月～3月］午前 9時から      

午後 4時 30分、休園:毎週火曜日（祝日の場合は翌日）及び 12/26～31 

■問合せ先／TEL 0859-48-3030、ホームページ  http://www.tottorihanakairou.or.jp/ 

 

 

８ 夏！アツいおまつりシーズンがやってきます！ 

  今年も夏祭りの季節が到来します。伝統の踊り、迫力の鳴り物、夜空を彩る花火などわくわく

しますね。今年の夏は、鳥取の夏祭りでお楽しみください。 

【第４８回「鳥取しゃんしゃん祭」】 

   鳥取の夏の風物詩「しゃんしゃん」まつり。「しゃんしゃん」とは、市街地の温泉で「湯が

しゃんしゃん沸く」と「鈴の音がしゃんしゃん鳴る」という意味で名付けられたもので、この

祭りで踊られるしゃんしゃん傘踊りは、雨乞いを起因とした「因幡の傘踊」を踊り易くアレン

ジしたものです。しゃんしゃんと涼やかに鈴の音を鳴らしながら 4000 人を超える踊り子が一

斉に傘をまわす「鳥取しゃんしゃん祭」にぜひお越しください。 

■期間／しゃんしゃんウィーク（５日間）、8月 11日（土）～15日（水） 

■内容／8月 11日（土）オープニングパレード、すずっこ踊りパレード 

    8月 12日（日）鈴なるコンサート、しゃんしゃん傘踊りコンテスト 

    8月 13日（月）歌の Big Special 2012、前夜祭ステージ 

    8月 14日（火）ガイナーレ鳥取ステージ、一斉傘踊り 
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    8月 15日（水）街歩き浴衣コンテスト、市民納涼花火大会 

■問合せ先／鳥取しゃんしゃん祭振興会（鳥取市観光コンベンション協会内） 

TEL:0857-26-0756 ホームページ http://tottori-shanshan.jp/ 

【第３９回「米子がいな祭」】 

方言で「大きい」を意味する「がいな」。がいな祭りは米子の 

夏を盛り上げる最大のイベントです。がいな太鼓、やんちゃＹＯ 

ＳＡＫＯＩ、がいな万灯など勇壮なイベントが終日繰り広げられ、 

米子の街が熱く燃えます。フィナーレを飾り、夜空を焦がす大花 

火大会は、熱い２日間を締めくくる風物詩となっています。 

■期間／８月４日（土）、８月５日（日） 

■問合せ先／米子がいな祭企画実行本部 TEL 0859-22-0018  

 

 

コラム まんが王国のプリンセスあらわる！？ 

 まんが王国の使者たちが、いよいよ王国のＰＲに動き出します。 

「国際まんが博」や「まんが王国とっとり」を国内外に発信するため、まんが王国とっとりＰＲ

キャラバン隊「バードプリンセスと護衛のまんが騎

士団」が、キャラバンカーに乗り込み、強力ＰＲに

奔走します。中国、近畿地方の主要駅、中国道、山

陽道などのサービスエリアのほか、県内外のショッ

ピングモール、イベント会場に参上し、歌って踊っ

て「まんが王国とっとり」の楽しさを発信します。

ちょっぴり過激なお姫様達に出会ったら、ぜひ、「ま

んが王国とっとり」への旅をご検討ください。 

 

 

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 24年 4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、文章を除く。） 

－鳥取県観光情報はこちらから → http://yokoso.pref.tottori.jp/ 
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