１

年末年始のおすすめイベントはこちら！
今年も残すところあと１ヶ月となりましたが、この年末年始も楽しいイベントが県内各地で予
定されています。寒い寒い冬ですが、楽しくあたたかい気持ちで今年を締めくくり、清々しい気
持ちで新しい年を迎えましょう！ （※イベントの詳細は問合せ先まで）
■カウントダウンイベントＩＮ大山
神在ります山として崇められた大山で、カウントダウン、冬のたいまつ行列が開催されます。
日時／平成２４年１２月３１日（月）午後１０時～平成２５年１月１日（火・祝）午前２時
場所／大山火の神岳温泉足湯前～大山寺参道～大神山神社奥宮
内容／カウントダウン、たいまつ行列など。たいまつ行列参加者には、抽選で素敵なプレゼン
トが当たるチャンスもあります。
※たいまつは「大山火の神岳温泉足湯前（大山参道沿い大山寺郵便局横）」にて１２月
３１日午後１０時から販売
問い合せ先／とやま旅館 電話 0859-52-2431
■燕趙園のお正月
開催日／平成２５年１月１日（火・祝）～平成２４年１月３日（木）
場所／中国庭園 燕趙園（東伯郡湯梨浜町引地５６５－１）
内容／餅つき、中国獅子舞の公演、お正月のおもちゃで遊ぼう など
開園時間／午前９時～午後５時
入園料金／大人 500 円、小中学生 200 円
問い合せ先／燕趙園 電話 0858-32-2180

ホームページ http://www.encho-en.com/

■花回廊ウインターイルミネーション
開催日／平成２５年１月１日（火・祝）～３日（木）、１月５日（土）～２７日（日）まで
の毎週土曜日、日曜日
場所／とっとり花回廊（西伯郡南部町鶴田１１０）
内容／・ウインターイルミネーション（開催日の午後５時～８時）
・新春冬花火（１月１日（火）～３日（木）、１月５日（土）～２６日（土）までの
毎週土曜日の、午後７時３０分から打ち上げ）
<１月１日（火）～３日（木）>
・紅白のユリ約２００鉢の展示、巳年にちなんだ植物の展示、花みくじコーナー、正
月遊びコーナー
開園時間／[１２～３月]午前９時～午後４時３０分
※ウインターイルミネーション開催日は、午後８時まで開園
入園料金／[１２～３月]大人 700 円、小中学生 350 円
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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
問い合せ先／とっとり花回廊

電話 0859-48-3030

ホームページ http://www.tottorihanakairou.or.jp/

２

おトクで便利な「山陰満喫パス」で、ぐるり。山陰を満喫しませんか
「ほっと一息 あなたの旅山陰から」をテーマに、鳥取県・島根県・ＪＲグループが連携して
展開している山陰デスティネーションキャンペーン（以下、「山陰ＤＣ」）。ＪＲ西日本では、
１２月３１日までの山陰ＤＣ期間中に、鳥取島根両県をぐるりと周遊するのに便利でおトクにご
利用いただける「山陰満喫パス」を好評発売中です。
「山陰満喫パス」は、特急・普通列車の普通車自由席で山陰（鳥取・島根）の自由周遊区間が
乗り降り自由（有効期間２日間）で、おとなは３,５００円、こどもは半額以下の１,５００円と、
大変おトクです。例えば、おとなが特急列車普通車自由席で片道利用する場合、ＪＲ鳥取駅から
ＪＲ米子駅間の通常のおねだんが２，７７０円、ＪＲ鳥取駅からＪＲ出雲市駅間の通常のおねだ
んが３，７８０円ですので、区間によっては片道だけでも元がとれてしまうこのおトクさは言う
までもありません。
先に、京阪神発山陰周遊に便利な「山陰めぐりパス（大阪市内発着おとなお一人様１０，００
０円）」をご案内しましたが、首都圏や中京、中四国、九州から山陰にお越しのお客様、山陰の
魅力をまだまだ掘り下げたい山陰在住の皆様にもぜひともご利用いただきたい特別な切符です。
山陰は、神話のふるさと。大国主命（おおくにぬしみこと）ゆかりで神話「因幡の白兎」の舞
台となった白兎（はくと）神社、大国主命が絶命後、復活をとげた赤猪岩（あかいいわ）神社、
大石見（おおいわみ）神社、出雲大社と、大国主命をはじめ古事記ゆかりのスポットを巡ってパ
ワーをいただくツアーも山陰ならではの旅ですね。
山陰海岸ジオパーク内の鳥取砂丘や浦富海岸などで、雄大かつ繊細な大地の造形に目をみはり、
または風情ある白壁の街並みを散策するもよし、あるいは中国地方最高峰の大山（だいせん）で
冬の澄んだ空気を五感で感じていただいたり、街に沸く湯、川に沸く湯、海に沸く湯と個性あふ
れる温泉をめぐって遊び疲れた体を癒したり、鳥取の冬のごちそう松葉がにに舌鼓と、楽しみ方
はあなた次第。
鳥取・島根の自由周遊区間は、特急・普通列車自由席が２日間乗り放題ですから、山陰を満喫
いただくチャンスです。もちろん、妖怪のまち境港市へと誘う「ＪＲ境線」も自由周遊区間内で
すので、お目当ての鬼太郎列車にも便利でおトクにご乗車いただけます。
２名様以上が同一行程でご旅行される場合にご利用いただけますので、是非、お友達、ご家族
お揃いでＪＲでおでかけください。
[山陰満喫パス]
■発売期間／１２月２９日（土）まで（１２月３０日（日）出発分まで発売）
■利用期間／１２月３１日（月）まで
■価格／おとな３,５００円、こども１,５００円
■発売条件／
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・お申し込みは２名以上から（同一行程に限る）で、出発日前日までの購入が必要です。
・山陰（鳥取・島根）の自由周遊区間の特急・普通列車の普通車自由席が乗り降り自由
■お求め・問い合せ先／自由周遊区間内の JR 西日本のみどりの窓口、主な旅行会社
ホームページ

http://tickets.jr-odekake.net/shohindb/view/
consumer/tokutoku/detail.html?shnId=112000683

３

クリスマス特別企画砂の美術館音楽と光のファンタジー
今春、雄大な鳥取砂丘の一角にオープンして以降、大人気を博
している常設施設「砂の美術館」で、クリスマス特別企画イベン
トとして「音楽と光のファンタジー」が開催されます。
鳥取砂丘のクリスマスの夜、素敵な音楽と光で砂像を演出する、
期間限定のとっておきのエンターテイメントショーです。大切な
人と、素敵な聖夜をお楽しみください。
なお、鳥取砂丘周辺では、冬の恒例イベントとなった鳥取砂丘イ
リュージョンも同時開催されていますので、こちらも合わせてお楽し
みください。
[砂の美術館 音楽と光のファンタジー]

期間／平成２４年１２月１２日（水）～２４日（月・祝）
開演時間／17 時 30 分から 30 分おき（開始時間／(1)17：30 (2)18：00 (3)18：30 (4)19：00
(5)19：30 (6)20：00 (7)20：30 (8)21：00 (9)21：30（最終入館））
場所／砂の美術館（鳥取市福部町湯山 2083-17）
料金／一般 600(500)円、小中高校生

300(200)円

問い合せ先／砂の美術館 電話 0857-20-2231

（ ）は団体料金

ホームページ http://www.sand-museum.jp/

[鳥取砂丘イリュージョンⅩ]
期間／平成２４年１２月１２日（水）～２４日（月）
イルミネーション点灯時間 午後 5 時 30 分～午後 10 時（最終日は午後９時消灯）
場所／鳥取砂丘周辺（鳥取市福部町湯山）
問い合せ先／鳥取砂丘再生会議利活用部会事務局（鳥取県砂丘事務所内） 電話 0857-22-0583
ホームページ

４

「鳥取砂丘イリュージョン」http://2012.tottori-sakyu.jp/

カニ水揚げ日本一！境港「カニ感謝祭」
カニ水揚げ日本一を誇る境港恒例の真冬の祭「カニ
感謝祭」。第１０回目となるこの冬は、平成２５年１
月２０日（日）に開催します。
鬼太郎たち妖怪と水産関係者、当日お申込みいただ
いた一般のお客様が、カニを満載したリアカーを引き、
水木しげるロードを盛大にパレード！水木しげるロ
リアカーいっぱいに満載されたカニ
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ード内の妖怪神社にカニを奉納し、豊漁を祈願します。奉納後には、パレード参加者にカニのプ
レゼントがあるほか楽しい企画も盛りだくさん。見た目はちょっと変わっていますが、境港なら
ではのカニと妖怪のコラボレートしたイベントです。例年、朝早くから、パレードに参加するた
めに長蛇の列ができます。
境港水産物直売センター、大漁市場なかうら、境港さかなセンターでは、１１時から各施設と
も先着２００名様にカニ汁のふるまいもあります。ユニークなこの感謝祭に、ぜひご参加くださ
い。
■開催日時／平成２５年１月２０日（日）
■場所／（パレード）水木しげる記念館～妖怪神社
※午前１０時から「水木しげる記念館」にてパレード参加者の受付開始
（カニ汁ふるまい）
[境港水産物直売センター] 境港市昭和町 9 番地 5
[大漁市場なかうら] 境港市竹内団地 209

電話 0859-44-6668

電話 0859-44-1600

[境港さかなセンター] 竹内団地 259 番地 2 (夢みなとタワー隣り) 電話 0859-45-1111
■主催／境港カニ水揚げ日本一ＰＲ実行委員会
■問い合せ先／境港市水産課(境港カニ水揚げ日本一ＰＲ実行委員会事務局) 電話 0859-47-1055
境港市観光案内所

５

電話 0859-47-0121

「第１４回智頭宿（ちづしゅく）雪まつり」でタイムスリップ
鳥取県東部にある山あいのまち智頭宿は、かつて鳥取藩
池田家の参勤交代の道として栄え、藩政時代をしのばせる
古い街並みが残ります。
毎年、この智頭宿一円では、雪祭りが催されます。街道
沿いには屋台村や地元特産村が出店され、手打ちそばや地
酒が味わえます。夜になると約５００基の「雪灯籠」に灯
りが燈され、智頭宿一円がこのやわらかな灯りで幻想的な
風景につつまれます。路地には千本格子から漏れる光が広がり、
ここを手づくりの和紙と竹で出来た手提灯（有料）で散策すれば、
気分も一層高まります。
智頭宿には、江戸末期安政時代創業の「諏訪酒造」があります
が、ここは、尾瀬あきら先生のまんが「夏子の酒」のモデルにな
った酒蔵で、お味の良さは言うまでもありません。美味しい地酒を片手に、地元特産の「柿の葉
寿司」、幻のたくあん「板井原ごうこ」と屋台を巡るのも楽しみです。
また、雪灯籠づくりなどのさまざまな体験イベントも行われますので、ご家族でもお楽しみい
ただけますね。
智頭宿雪まつりへの会場へはＪＲ智頭駅下車すぐ。京阪神から倉吉市をつなぐ「特急スーパー
はくと」の停車駅ですので、雪道の車の運転を心配することなくおいでいただけますし、美味し
い地酒も楽しんでいただけますよ。
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■日時／平成２５年２月２日（土）１０時～２１時
■場所／智頭宿一円
■内容／雪灯籠・各種体験・手づくり提灯散策･雪遊び・屋台村・特産品販売

など

※手づくり提灯は有料で販売しますが、数に限りがあります。
■問い合せ先／智頭町観光協会 電話 0858-76-1111

６

ほっこり癒しの名湯めぐり

～今年もやります鳥取岡山湯めぐりスタンプラリー～

寒い鳥取の冬の強～い味方といえば、やはり温泉です。雪見をしな
がらの露天風呂なんて、最高の贅沢ですよね。県内には、街に沸く温
泉、湖に沸く温泉、海に沸く温泉と個性豊かな温泉地がたくさんあり
ますが、鳥取県の南、岡山県にも多くの温泉地があります。
そこで、南北でお隣どうしの鳥取県と岡山県両方の名湯を満喫して
いただいた皆様のうち、抽選で合計６０名様に両県から素敵なプレゼ
ントを差し上げよう！という企画を今年もご用意いたしました。
鳥取、岡山両県の温泉地にご協力いただき、両県で１６２施設を対
象として実施します。鳥取、岡山にお越しの際は是非、両県の温泉を
ご利用いただき、両県の特産品などを手に入れてくださいね！
■内容／鳥取、岡山両県内の指定の温泉施設をご利用いただき、利用施設のスタンプを押印のう
えご応募いただいた皆様の中から抽選で、ペア宿泊券や両県特産品を合計６０名様にプ
レゼントいたします。
■期間／平成２４年１１月３０日（金）～平成２５年５月３１日（金）まで
（応募締切

平成２５年６月７日（金）まで（当日消印有効））

■対象施設／鳥取、岡山両県の各温泉地の旅館・ホテル、立ち寄り湯など１６２施設
■応募方法／鳥取県、岡山県両県内の指定の温泉施設を合計２箇所利用し（鳥取県の施設のみ又
は岡山県の施設のみ利用の場合は対象外。利用した施設のうち１箇所は必ず宿泊し
ていること）、利用施設のスタンプを押印のうえ、指定の応募用紙に必要事項を記
入の上ご応募ください。
■応募用紙・パンフレット／中国、四国、京阪神の道の駅、観光案内所等に設置
■問い合せ先／鳥取県文化観光局観光政策課 電話 0857-26-7237
岡山県産業労働部観光課 電話 086-226-7382

７

冬、鳥取の温泉地へは、便利なバスでどうぞ
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。
「ちょっとかにを食べに・・・」
そんなふうに鳥取へお越しいただく機会も増えそうですね。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。
[三朝号（新大阪⇔三朝温泉）]
■運行期間・行程／
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（往路）平成 24 年 12 月 14 日（金）～16 日（日）、21 日（金）～24 日（月・祝）
、平成 25 年
1 月 11 日（金）～3 月 17 日（日）
ＪＲ新大阪駅（9:00）→三朝温泉バス停（13:15 頃）
（復路）平成 24 年 12 月 15 日（土）～17 日（月）、22 日（土）～25 日（火）、平成 25 年 1 月
12 日（土）～3 月 18 日（月）
三朝温泉バス停（14:30）→ＪＲ新大阪駅（19:00 頃）
■料金／おとな 3,800 円、こども 1,900 円（税込）（往復料金）
※三朝温泉にご宿泊のお客様のみご利用いただけます。
■その他／お泊りの翌日は、鳥取観光（鳥取二十世紀梨記念館なしっこ館、倉吉白壁土蔵群・
赤瓦など、または白兎神社、鳥取港でお買い物、鳥取砂丘など）をお楽しみいただ
けるプランもあります。復路便に接続しますので、安心してゆっくりお楽しみいた
だけます。
※行程・料金など詳しくは申し込み先へお問い合わせください。
■申込み先／日本交通旅行社

電話 0858-26-1117

[かにバス（岡山⇔三朝温泉、はわい温泉）]
■運行期間／平成 24 年 12 月 1 日（土）～28 日（金）、平成 25 年 1 月 4 日（金）～3 月 17 日（日）
■行程／児島駅－倉敷駅前－瀬戸大橋温泉前－岡山（岡山市営駅南駐車場）－岡山インター北
－賀陽インター－湯原温泉口バス停－三朝温泉バス停－はわい温泉
※往路（１～３便）、復路（４～６便）の１日６便運行
<行程イメージ> ※詳しい行程は申し込み先へお問い合わせください。
（往路）岡山（8:40、11:00、13:00）→三朝温泉バス停（12:02、14:42、16:22）
（復路）三朝温泉バス停（10:20、14:00、15:50）→岡山（13:20、17:20、19:10）
■料金／おとな 往復 4,500 円、片道 2,300 円 、こども

往復 2,200 円、片道 1,100 円

■その他／鳥取観光（鳥取港でお買い物、鳥取砂丘）をお楽しみいただけるプラン「かにバス
買物・砂丘号」もあります。復路便（５便（岡山方面））に接続しますので、安心
してお楽しみいただけます。
※行程・料金など詳しくは申し込み先へお問い合わせください。
■主催・申込み先／下電観光バス 電話 086-225-1234
[三朝・はわいライナー（広島⇔三朝温泉（はわい温泉・東郷温泉））]
■運行期間／平成 25 年 1 月 19 日（土）～3 月 23 日（土）
■行程／調整中です、詳細は申し込み先へお問い合わせください。
■料金／おとな 往復 5,000 円
※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。
■主催・申込み先／広交観光

電話 082-238-3355

[カニバス（大阪⇔はわい温泉・東郷温泉）]
往路は鳥取砂丘に立ち寄り、復路では鳥取港でお買物をお楽しみいただける行程です。
■期間／平成 24 年 12 月 15 日（土）～平成 25 年 3 月 31 日（日）
（但し、12 月 29 日～1 月 2 日
は除く）
■行程／
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（往路）平成 24 年 12 月 15 日（土）～平成 25 年 3 月 31 日（日）
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）→鳥取
砂丘（12:15～13:15）→東郷温泉（14：00）→はわい温泉（14:15）
（復路）平成 24 年 12 月 16 日（日）～平成 25 年 4 月 1 日（月）
はわい温泉（15:00）→東郷温泉（15:15）→鳥取港（16:00～16:30）→大阪駅周辺
（20:00 頃）→天王寺駅周辺（20:30 頃）
■料金／お一人様 2,980 円（税込）（往復料金。片道ご利用の場合でも同額）
※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。
※バス料金は、おとな・こどもとも同料金(こどもは席を確保する場合の料金)。
■問い合せ先／はわい温泉・東郷温泉旅館組合
電話 0858-35-4052

ホームページ

http://www.hawai-togo.jp

[カニバス皆生温泉号（広島・福山⇔皆生温泉）]
皆生温泉街で使えるお得なクーポンや、蒜山ジャージーヨーグルトのプレゼント付きの嬉しい
直行バスです。
■期間／平成 25 年 1 月 12 日（土）～3 月 24 日（日）
■行程／
（往路）ＪＲ広島駅新幹線口（8:30）→ＪＲ福山駅北口（10:15）→蒜山高原センター・自由
食（12:30～13：30）→皆生温泉（14：15）
（復路）皆生温泉（15：15）→ＪＲ福山駅北口（18:30）→ＪＲ広島駅新幹線口（20：15）
■料金／お一人様 3,000 円（税込）（往復料金。片道ご利用の場合でも同額）
※皆生温泉にご宿泊のお客様のみご利用いただけます。
※バス料金は、おとな・こどもとも同料金(こどもは席を確保する場合の料金)。
■問い合せ先／皆生温泉旅館組合 電話 0859-34-2888
ホームページ

８

http://www.kaike-onsen.com/kani-bus.html

国生みの母神、イザナミゆかりのスポット母塚山（はつかさん）

以前ご紹介した、兄神、八十神（やそがみ）の迫害
により殺された大国主命（おおくにぬしのみこと）の
一度目の再生伝説の舞台「赤猪岩（あかいいわ）神社」
から車で約１５分、神社を見守るような位置に、母塚
山はあります。母塚山は、国生みの母神イザナミのお
墓があった山といわれています。
母塚山の展望台までは、道路が整備されており、車
で行くことができます。展望台からは、中国山地の山

母塚山から眺める大山

々から大山（だいせん）、島根半島から日本海まで、パノラマの景色が楽しめ、特にここか
ら見る大山は山陰一の絶景とも言われています。
展望台のベンチにゆったりかけて、神代の景色に思いを馳せてはいかがでしょう。
■場所／西伯郡南部町
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■アクセス／赤猪岩神社から車で約１５分
■問い合せ先／南部町役場

電話 0859-66-3113

ホームページ http://www.town.nanbu.tottori.jp/p/akaiiwa/3/4/

コラム

大切な記念日に 蜂蜜酒「Ｌｏｖｅ Ｍｅａｄ（ラブミードウ）
」完成

このたび、福田養蜂場（鳥取市国府町）と梅津酒造有限会
社（北栄町）が共同開発していた蜂蜜酒が完成し、販売がス
タートしました。
鳥取砂丘周辺のニセアカシアから採取したこだわりの蜂
蜜とレンゲ米の麹からできたこのお酒は、蜂蜜の風味がよく
生きた甘さの中にも日本酒に似た風味があるのが特徴で、切
れの良い白ワインにも似たすっきりとした飲みやすいリキ
ュールとなっているそう。
蜂蜜の収穫量に限界があるため、大量生産はしないとなると、ぜひ味わってみたいですよね。
蜂蜜酒は「ハネムーン」の語源とも言われます。お祝いの席や、記念日に大切な人とご一緒に
どうぞ。
[Love Mead（ラブミードウ）]
コンセプト：愛、幸せ
アルコール度数：１４％
価格：３６０ミリリットルで２４００円（税込み）
■問い合せ先／福田養蜂場

電話・ﾌｧｸｼﾐﾘ

0857-24-8528

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 11 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べ

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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