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〜注目！とっとりグリーンウェイブ〜 

 緑豊かな鳥取では、今年、緑と環境をテーマにしたイベントが目白押しです。 

 

◆お得な前売り券発売中 第３０回全国都市緑化とっとりフェア「水と緑のオアシスとっとり 2013」 

 園芸誌やＴＶなどで活躍しているナチュラルガーデンの第一人者で、ガーデンデザイナーのポール・スミザー

氏が、鳥取に自生する植物等を自然な雰囲気に植え込み、季節感あふれるガーデンを展開します。植物の成

長が盛んな時期になり、９月に向け、会場内の植物もすくすくと育っています。 

 現在、砂の美術館、燕趙園、とっとり花回廊の入場券とセットになったお得なセット割入場券を販売中です。 

 ■開催期間／ 平成２５年９月２１日(土)～１１月１０日 (日) 

 ■会 場／ 主会場：湖山池公園、サテライト会場：とっとり花回廊・ 

         東郷湖羽合臨海公園（燕趙園、あやめ池公園） 

 ■問合せ先／ 緑のまちづくりオフィス TEL 0857-25-3511 

           ホームページ http://www.oasistottori.jp/ 

 

◆第６４回全国植樹祭 とっとり２０１３ 

豊かな国土の基盤である森林・緑に対する国民的理解を深めるため、公益社団法人国土緑化推進機構と開

催県の共催により行う国土緑化運動の中心的行事です。鳥取県においては昭和４０年５月に大山町上槇原で

開催されて以来、４８年ぶり２回目の開催となります。 

シンボルマーク「トッキーノ」が動画で PR するサイトが開設されていますので、ぜひ、ご覧ください。 

  ■開催日時／ 平成２５年５月２６日（日） 

■式典会場／ とっとり花回廊（鳥取県西伯郡南部町鶴田） 

■問合せ先／ 鳥取県農林水産部全国植樹祭課 TEL 0859-31-9364 

            ホームページ http://www.pref.tottori.lg.jp/shokuzyusai/ 

  トッキーノちゃんねる http://www.pref.tottori.lg.jp/tokkino-channel/ 

 

 どなたでも参加いただけます！「第６４回全国植樹祭 とっとり２０１３」応援イベント 

５月２６日の植樹祭当日、全国植樹祭の応援イベントとして「ここでも植樹祭！みどりと食の広場」が米子駅

前だんだん広場で開催されます。とっとり花回廊で開催されている式典会場の様子をスクリーン映像で見られ

るほか、全国植樹祭で植樹される苗木と同じ樹種２，０００本を無料配布、また、緑の募金活動（東日本復興支

援使途限定）に２００円寄付いただくごとに「トッキーノ」ピンバッチを１個進呈します。 

「食のイベント村」では、大山バーガー、大山 G ビール、大山おこわバーガー、大山ブロッコリー、米子の特

産品である白ネギの販売などの出店が予定されています。 

■開催日／ 平成２５年５月２６日（日）10：00～16：00（予定） 

■場 所／ 米子駅前 だんだん広場 

■問合せ先／ 米子市観光協会 TEL 0859-37-2311 
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１．新緑の季節 トレッキングのシーズンですよ！ 

◆大山
だいせん

 

	 中国地方 高峰の大山は、西日本 大級のブナ林を誇り、夏の始

めのこの時期、若葉のつややかな緑が一面に広がります。芽生えたば

かりの木々の葉は、緑といっても様々で、存分に新緑を楽しんでいた

だけることでしょう。いよいよ本格的な夏山登山の時期を迎えます。 

 例年６月、大山夏山開き祭が開催され、前夜祭神事終了後には、約

２，０００本の松明行列が大神山神社奥宮をスタートし、日本一の長さ

を誇る自然石の参道を練り歩きます。また、翌日は登山者の安全を祈

願する山頂祭が大山山頂で行われ、早朝から多くの登山者が山頂を

目指します。登山口近くの会場（博労座駐車場）ではイベントが開催され、多くの方で賑わいます。 

 〔大山夏山開き祭〕 

  ■日時・会場／ 【前夜祭】 

             （日時）平成２５年６月１日(土) （場所）大神山神社奥宮・大山博労座周辺 

             【山頂祭】 

             （日時）平成２５年６月２日(日) 10：00～ （場所）大山山頂 

                 ※登山にあたり、登山装備や注意事項にご留意ください。 

  ■問合せ先／ 大山町観光案内所（一般社団法人大山観光局）TEL 0859-52-2502 

            ホームページ http://www.daisen.gr.jp/kyokai/ 

   

◆三徳山
み と く さ ん

 

	 その昔、修験の場として栄え、神と仏が宿る霊山として知られる三徳山。多数の国宝や重要文化財の建造物

が多く建てられており、中でも断崖絶壁に建つ国宝「三徳山三佛寺投入堂」は、他に類をみない建築物です。 

 投入堂を間近で見るには、麓の三佛寺から登山道で行くことができます。登山道は冬期閉鎖期間を終え、４月

１日に開山しました。新緑が眩しくなるこの時期、手つかずの自然や絶景を満喫できる場所です。参拝往復所要

時間の目安は、登山事務所から投入堂まで約１時間３０分～２時間です。 

 〔三徳山の登山について〕 

  ■登山受付時間／ 8:00〜15:00 

  ■志納金（料金）／ 投入堂までの参拝 大人 600 円・小中学生 300 円 ※団体割引あり（２０名様以上） 

  ■問合せ先／ 三朝温泉観光協会 TEL 0858-43-0431  ホームページ http://www.misasa-navi.jp/275/ 

※登山される際は２人以上で入山等、注意事項がございますので、ご確認の上登山をお願いします。また、

登山道は場所によって険しい箇所があります。荒天時は入山を禁止します。	 

	 

◆氷ノ山
ひょうのせん

 

	 わかさ氷ノ山の夏山開きは、県内外から多くの登山愛好家が集い、山頂を目指します。山頂で神事が行われ

る他、前夜祭では勇壮な松明行進が行われます。 

  ■日 時／ 【前夜祭】平成２５年５月２５（土） 【夏山開き】平成２５年５月２６日（日） 

  ■場 所／ 高原の宿氷太くん駐車場及びわかさ氷ノ山（八頭郡若桜町つく米） 

  ■問合せ先／ 若桜町観光協会  TEL 0858-82-2237 

  ※登山にあたり、登山装備や注意事項にご留意ください。 
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氷ノ山に登ろう！〜山ガール限定イベント「集まれ山ガール！氷ノ山に登ろう」〜 

	 	 山好きな女子だけで、わいわい山に登っちゃおう！ 

■日 時／ 平成２５年６月２日(日) 9：00～16：30  

■定 員／ 先着１５名 山ガール（高校生以上） ※申込は５日前まで。 

■参加費／ 3,000 円（弁当付） 

■服装・持ち物／ 野外で活動できる服装、歩きなれた靴、帽子、飲み物、タオル、雨具 

■問合せ先／ 氷ノ山自然ふれあい館 響の森（八頭郡若桜町つくよね）TEL 0858-82-1620 

          ホームページ http://www.hibikinomori.gr.jp/ 

	 

２．とっとりのホタル情報 

	 鳥取県内ではゲンジボタル、ヘイケボタル、ヒメボタルなどが生息します。ホタルの見頃は種類によって異なり

ますが、例年５月下旬〜７月上旬頃です。お気に入りのホタルスポットをみつけましょう。 

 

◆団体ツアー新規メニュー 「２０１３森の蛍と過ごす夕べ」−日南町− 

	 体長が１ｃｍにも満たない希少なホタル・ヒメボタルをご存知ですか。ヒメボタルは、人の稲作生活とともに生活

圏を広げたゲンジボタルやヘイケボタルとは異なり、森に生息します。中国山地の麓にある日南町ならでは！喧

騒を離れた静寂な森の中で、無数に光るヒメボタルを鑑賞すると、心に残る感動を味わえることでしょう。 

■日 時／ 平成２５年７月５日（金）〜１５日（月） 19：30～21：00 ※ 

■場 所／ 日野郡日南町福万来 （大型観光バス駐車場あり） 

■料 金／ 1 人 500 円（記念グッズ付き）※ ■ 少催行人数／１０名～※ 

■問合せ先／日南町観光協会（日南町役場課内） TEL 0859-82-1115 

   ※日程・料金等については、予定です。詳細はお問合せください。 

 

〜鳥取県東部のホタル情報〜 

◆樗 谿
おうちだに

公園 

	 	 樗谿公園に流れる川にはホタルが多数生息しており、初夏には 

  ２，０００匹以上のホタルが乱舞し、幻想的な空間を楽しめます。 

   ■時 期／ 例年５月下旬～６月中旬頃 

   ■場 所／ 鳥取市上町 樗谿公園 

   ■問合せ先／ 一般社団法人鳥取市観光コンベンション協会 

             TEL 0857-26-0756	 

	 

◆鳥取・吉岡温泉ホタルまつり 

	 	 因幡三湯のひとつとして古くから知られる吉岡温泉。ホタル観賞の歴史も長く、しっとりした温泉街でホタル

鑑賞ができます。期間中、白兎海岸の漁火観賞ができる無料シャトルバスを運行します。ホタルに漁火に、初

夏の風物詩を楽しむなら、吉岡温泉街へお出かけください。 

   ■期間・場所／ 平成２５年６月１日(土)～６月２０日(木) 鳥取市吉岡温泉町街周辺 

  〔無料シャトルバス運行 ホタルと漁火観賞〕  

   ■出発場所・時間／ 吉岡温泉「北川旅館」前 20：00 出発（期間中毎日運行） 

   ■観賞場所／ 鳥取市吉岡温泉町街〜名所「長柄川」、白兎海岸漁火（鑑賞時間 約１時間） 

   ■問合せ先／ 吉岡温泉ホタルまつり実行委員会  TEL 0857-57-0800 
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〜鳥取県中部のホタル情報〜	 

◆三朝温泉ホタルの夕べと和紙灯りの共演 

三徳川沿いにホタル鑑賞の散策路が約１００m 続く三朝温泉街。カジカガエルの美しい鳴き声とともに、水

面を舞うホタルが幻想的です。また、温泉街の至るところ見られる「和紙あかり」ですが、和紙を通した光が優

しく包んでくれます。イベント開催日は、浴衣を来て来られた方先着１００名様に特製うちわをプレゼントします。

また、甘酒の無料配布があります。初夏の夜、温泉街をゆったり散策してみませんか。 

■開催日時／ 平成２５年６月の毎週土日 20：00～21：00 ※雨天中止 

■場 所／ 三朝川左岸遊歩道及び温泉街 

■問合せ先／ 三朝温泉観光協会 TEL 0858-43-0431 

 

◆はわい温泉・東郷温泉 宿泊者限定！「ホタルバス運行」 

   はわい温泉・東郷温泉の宿泊者限定！期間限定で、ひみつのホタル鑑賞

スポットまで直行バスが運行します。 

   ■運行日時／ 平成２５年６月８日(土)～６月２３日(日) 20：00 出発 

※期間中、毎日運行（雨天時は中止） 

   ■問合せ先／ はわい温泉・東郷温泉旅館組合 TEL 0858-35-4052 

    ※対象旅館での宿泊に限ります。 

     ※当日、17:30 までに宿泊旅館へお申し込みください。	 

	 

◆関金温泉周辺のホタル情報 

   関金温泉のある倉吉市関金町は大山や蒜山に囲まれ、豊かな自

然に恵まれています。関金温泉街周辺では、毎年、数多くのホタル

を見ることができます。６月下旬には、蛍まつりが開催されます。  

〔清流遊 YOU 村 蛍まつり〕 

   ■開催日時／ 平成２５年６月２８日（金）、２９日（土） 

             18：30～（予定） 

   ■場 所／ 清流遊 YOU 村(倉吉市関金町小泉) 

   ■問合せ先／ 清流遊 YOU 村 TEL 0858-45-1015 

 

〜鳥取県西部のホタル情報〜	 

◆金田川「ホタルの里」 

   美しい自然が溢れる南部町。その山あいに流れる金田川付近では、ホタルを守るために地域の方の地道

な活動が行われ、見頃の時期になるとホタルの大乱舞が見ることができます。 

   ■時 期／ 例年５月下旬～６月中旬 

   ■場 所／ 西伯郡南部町金田 金田川周辺 

   ■問合せ先／ 南部町観光協会 TEL 0859-66-3113 

 

※ホタルは、その年の気象条件や天候等により、個体数等が変化します。また、天気や気温、湿度、時間帯等

の関係などから、必ず見られるというものではありません。予めご了承下さい。 
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３．とっとり花情報 蓮・スイレン 

◆蓮を見るなら〜中国庭園 燕
えん

趙
ちょう

園
えん

〜 

	 例年７月中旬ごろに見頃を迎える蓮は、日の出とともに花が開き、時

間の見頃は午前中です。燕趙園では、早朝から咲く美しい蓮を楽しん

でいただくため、期間限定で、朝６時半から開園します。 

 ■開催日時／ 平成２５年７月１３日(土)〜１５日(月・祝) 6：30〜 

 ■問合せ先／ 中国庭園 燕趙園（住所：東伯郡湯梨浜町引地） 

     TEL 0858-32-2180 http://www.encho-en.com/	 

	 

◆蓮を見るなら〜白鳳の里 伯耆古代の丘公園 

	 ６２年前の１９５１年、大賀一郎博士が千葉県検見川の泥炭より発掘した推定２，０００年前の古代ハス

「大賀蓮
た い が は す

」や、４０種の蓮が池いっぱいに花を咲かせます。 

 ■蓮の見頃／ 例年６月下旬～８月上旬 

 ■問合せ先／ 伯耆古代の丘公園（米子市淀江町福岡） TEL 0859-56-6817 （休）第２・４水曜日 

           ホームページ http://www.hakuhou.jp/	 

	 

◆スイレンを楽しむイベント 「多鯰ケ池
た ね が け い け

 睡蓮の花見カヌーツアー」 

 山陰海岸ジオパーク内にあり、静かな魅力をもつジオスポット「多鯰ケ池」で、睡蓮の花を見ながらカヌーで周

回するカヌーツアーが開催されます。初心者の方やお子様はガイドと一緒に乗ることもできますし、伴走船等が

併走しますので、安心して参加いただけます。 

 ■開催日時／ 平成２５年６月の毎週土日 9：00～11：00 

           計１０回 （※各回の定員は２０人。要予約。） 

 ■集合場所／ 多鯰ヶ池お種弁財天前駐車場（鳥取市福部町湯山） 

 ■参加費／ 大人 3,000 円 小中学生 2,000 円 

        親子一組(２名) 3,500 円 ※参加費当日支払い。 

 ■問合せ先／Develop SURF&SEA（デベロップ サーフ＆シー） 

         TEL 0857-31-4885 

 

※花の開花は、気象条件や気候の変化により、見頃が変わる場合があります。予めご了承下さい。 

 

４．交通アクセスが便利に！山陰のド真中・皆生温泉に泊まろう!!  

 平成２５年３月、通行料無料の自動車道・「鳥取

自動車道」と「松江自動車道」が全線開通しました。

（※松江自動車道（三刀屋木次 IC～宍道 JCT）一

部有料。）全線開通により、広島、九州、四国、関

西方面からのアクセスが大変便利になりました！ 

 鳥取と松江の中間点、米子にある「皆生温泉」は、

鳥取砂丘まで１時間４５分、出雲大社まで１時間１０

分と、山陰の周遊観光にはとても便利な場所に位

置します。皆生温泉では、うれしい特典付きのキャ

ンペーンを開催中。ぜひ、この機会にご利用ください。 （※移動時間は目安です。状況により異なります。） 
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◆皆生温泉においしく泊ろうキャンペーン 開催中 

うれしい特典が盛りだくさん！山陰の周遊観光に便利な皆生温泉の宿泊キャンペーン。 

 特典１） 「鳥取和牛オレイン５５ステーキ肉 450ｇ」を、抽選で１００名様にプレゼント！ 

 特典２）  「地元の美味しい食」を、抽選で２４０名様にプレゼント！  

 特典３） お得なクーポンをゲット！ 

  ■開催期間／ 〜平成２５年７月３１日（水） ■対 象／ 皆生温泉旅館組合加盟旅館に宿泊の方 

  ■問合せ先／ 皆生温泉旅館組合 TEL 0859-34-2888 

            ホームページ http://www.kaike-onsen.com/road.html#00 

	 

◆皆生温泉⇔水木しげるロード 便利なバス運行中 

皆生温泉から水木しげるロードへの直行バスが毎日運行して

います。皆生温泉から観光地がぐーん！と近くなりました。水木

ワールドを３時間たっぷり楽しんだあとは、お土産を持ってゆっく

りバスで皆生温泉へ。 

 ■期 間／〜平成２５年１１月３０日（土） 

 ■問合せ先／ 日ノ丸バス TEL 0859-32-2123	 

	 

５．米子エリアから出発！開運特典付きのレンタカープランが登場！ 

	 現在注目されている鳥取県内の縁起のよい名前の神社を巡る「開運八社巡

り」。皆生温泉などの米子エリアから開運八社巡りをするなら、「開運特典付き」

のレンタカープラン「巳年因幡伯耆國開運レンタカー」がおすすめです。 

 特典は、開運八社巡りで印が押せる「開運手ぬぐい」と、「財布用オリジナル

開運お守り（非売品）」をレンタカー１台につき各ひとつずつプレゼント。 

 ■期 間／ ～平成２５年１２月３１日(火) 

 ■問合せ先／ 米子市観光協会 TEL 0859-37-2311 

http://www.yonago-navi.jp/campaigns/rentalcar/ 

 （参考）因幡伯耆國開運八社巡り  

 とっとり旅の生情報ホームページ http://www.tottori-guide.jp/kaiun8/ 

	 

６．観光派？体験派？ 「バスで巡る!! とっとり中部 漫遊記」がスタート!! 

	 鳥取県中部をぐるっと周遊できるバスツアーが人気です。鳥取県中

部の歴史・まんが・グルメスポットなど選りすぐりの観光地を巡る「観光コー

ス」と、鳥取中部が誇る匠の技・伝統・産業などを体感する「体験コース」の

２コースが週替わりで運行されます。両方のコースには、旬のフルーツの

試食や、琴浦町産の食材をふんだんに詰め込んだ「琴浦めし」の昼食付き

で、とても魅力的！鳥取県中部の魅力をたっぷり感じられます。	 

	 ■開催日時／ 〜平成２５年９月２８日(土)	 毎週土曜日 

           倉吉駅バスターミナル 9：40 出発	 

 【観光コース】 第１・３・５土曜日 

  スペシャル運行日!! ６月２９日(土)、８月３１日(土) 

 【体験コース】 第２・４土曜日 
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ゴールデンウィークも目前！無料の自動車道・鳥取自動車道を利用して、爽やかなシーズンの鳥取県へ、ぜひ、お出か

けください！	 

〔とっとり観光ニュースとは…〕	 

	 私たちがおすすめする最新の鳥取県内のイベントや観光情報をご案内しています。掲載内容につきましては、マスコ

ミ、旅行会社の皆さまをはじめ、多くの方にご活用いただけるように定期的にお届けします。複製・転載可です。（一部

画像、文章を除く。）ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。	 

	 

５月号より、とっとり観光ニュースの編集・発行は、鳥取県文化観光局観光政策課から公益社団法人鳥取県観光連盟に

移管いたしました。ホームページともリンクしながら旅の生情報をお届けしていきます。	 

今後とも、格別のご愛顧をよろしくお願いします。	 

〔編集・発行・問合せ〕公益社団法人	 鳥取県観光連盟	 

	 	 	 	 	 	 	 電話 0857-39-2111	 FAX	 0857-39-2100	 E-mail	 kanren@tottori-guide.jp	 	 

	 	 	 	 	 	 	 鳥取県の観光情報はこちら	 →	 とっとり旅の生情報	 http://www.tottori-guide.jp/	 

	 

  ■ツアー価格／ 一人 2,000 円（昼食付き） 

  ■募集人員／１〜４５名(満席になり次第締め切り) 

  ■問合せ先／ 株式会社農協観光 鳥取支店 TEL 0857-26-0602 

            ホームページ（とっとり梨の花温泉郷広域観光協議会） 

            http://www.nashinohana.com/events/2419 

	 

７．鳥取自動車道全線開通！今年も鳥取砂丘“砂の美術館”へ  

	 第６期の展示となる今年のテーマは、「砂で世界旅行・東南ア

ジア編～王朝の栄華とよみがえる神秘の国々～」です。日本とアセ

アンの交流４０周年となる記念すべきこの年に、東南アジアの王朝

時代の神秘的な光景や現代の躍進する様子などを砂で再現しま

す。 

 また、平成２５年３月２３日(日)に「鳥取自動車道」が全線開通し、

大阪から車で２時間３０分！鳥取自動車道は通行料無料です。便

利になった自動車道を使って、鳥取砂丘の周遊とあわせ、「砂の美

術館」へお立ち寄りください。 

■展示期間／ 平成２５年４月２０日（土）～平成２６年１月５日（日） ※期間中は無休 

■開館時間／ 9：00～20：00（ 終入館 19：30 まで） 

■観 覧 料／ 一般 600 円、小中高校生 300 円（団体割引２０名以上：一般 500 円、小中高校生 200 円） 

  ■問合せ先／ 鳥取砂丘 砂の美術館 TEL 0857-20-2231  http://www.sand-museum.jp/ 

	 

	 

	 

	 
※制作中の写真です。	 


