１．因幡万葉の里をめぐる
【池田家墓所～宇倍神社～雨滝～美味しい豆腐】

第６回池田家墓所写真コンクール
（フォト５７５部門優秀賞 鳥取市 太田忍さん）

古くは因幡国庁として栄えた鳥取市国府町。奈良時代、国司として
赴任した大伴家持がこの地で詠んだといわれる歌は、万葉集の最後
を飾っています。また江戸時代の因幡伯耆３２万石の鳥取藩主池田
家の初代光仲を含む、歴代藩主１１代とその夫人、東館（ひがしやか
た）・西館（にしやかた）などの分家の当主等の７８基を超える墓碑や、
２６０基余りもの燈籠がある池田家墓所もこの地にあり、墓所はわが
国を代表する大名墓地として、国の史跡に指定されています。
毎年夏の終わりの燈籠会では、燈籠や参道にロウソクを灯し、謡曲や伝統芸能の奉納も行われ、秋には紅
葉と墓所とのコラボレーションが魅力的なライトアップも行われます。
墓所から車で５分程の所には、毎年多くの初詣客で賑わい、春の例祭で「麒麟
獅子舞」が奉納される宇倍神社が、また更に車で４０分程行くと、日本の滝百選
にも選ばれた高さ４０メートルの雨滝があります。雨滝のすぐそばには、手作りの
豆腐の味わえる「とうふ工房雨滝」があり、できたての豆腐や湯葉、豆腐を使用し
たスウィーツもいただけます。
【池田家墓所燈籠会】 ■日時 ９月２７日（土）17：50～20：00 ■場所 鳥取市国府町奥谷・宮下
【秋のライトアップ】
■日時 １１月２２日（土）～１２月７日(日) 日没後～20：00 ※大型バス３台可
■問合せ先 公益財団法人史跡鳥取藩主池田家墓所保存会 電話 0857-26-7932
■因幡万葉歴史館ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.tbz.or.jp/inaba-manyou/
■(有)とうふ工房雨滝 電話 0857-58-0770 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://amedaki.jp/ryouri.html

２．最新のイベント情報
【唱歌「ふるさと」誕生から１００年♪】
”うさぎ追いし かの山～♪“ どの世代の方も１度は耳にした事があるこの唱歌
「ふるさと」は、鳥取市出身の音楽家岡野貞一により作曲され、大正３年（１９１４
年）に文部省が発行した『尋常小学唱歌 第六学年用』で初めて発表されました。
今年は「ふるさと」が発表されてから、ちょうど１００年の節目の年にあたり、さまざ
まなイベントが予定されています。
（１）唱歌「ふるさと」１００年の歩み
過去１００年間の間に「ふるさと」が掲載されてきた教科書の数々や、作曲者岡
野貞一、作詞者高野辰之についての紹介展示等あります。
■会期 ６月１８日(水)～１０月１４日（火）

■会場 わらべ館１階・うたの広場

（２）童謡・唱歌講演会 「うたの力 －近代日本が唱歌・童謡に託したもの」
名曲の実演とともに、聴衆の皆様と一緒に歌いながらの講演会です。
■日時 ７月１２日（土）14:00～
■会場 わらべ館 いべんとほーる（入場無料・要申込）
■問合せ先 わらべ館事業推進室 電話 0857-22-7070
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■入場料 一般 500 円

（３）ふるさと音楽碑リニューアル記念式
久松公園入口にある音楽碑の「ふるさと」の音源が、新しくリニューアルされます。
■日時 ８月７日（木）10：00～11：00
■問合せ先 鳥取市文化芸術推進課 電話 0857-20-3226
(４)サイトウ・キネン・フェスティバル スクリーンコンサート
音楽監督小澤征爾氏によるオーケストラコンサートの模様をスクリーンで生中継します。小澤氏指揮による
「ふるさと」合唱も放映予定。 ■日時 ９月２日（火）18：00～21：00 ■会場 県民ふれあい会館（入場無料）
■問合せ先 鳥取県文化政策課 電話 0857-26-7134

【境港 秋の妖怪イベントが熱い！！】
（１）ゲゲゲの鬼太郎ゲタ飛ばし大会
鬼太郎のゲタをおもいっきり飛ばして気分もすっきり楽しいイベント。
■開催日 ８月３０日(土) ■場所 境港公共マリーナ多目的広場
■問合せ先 境港青年会議所 電話 0859-44-2700
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://ysk.cool-biz.net/
（２）第９回 妖怪そっくりコンテスト
妖怪そっくりさん、もしくは仮装で出場可能な老若男女誰でも参加できるイベント。
■開催日 ９月２０日（土） ■場所 夢みなとタワー
■問合せ先 水木しげる記念館 電話 0859-42-2171 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://mizuki.sakaiminato.net/
（３）第１４回鬼太郎カップ駅伝
■開催日 １０月１９日（日） ■問合せ先 新日本海新聞社西部本社 電話 0859-34-8813
（４）第９回 境港妖怪検定
水木しげる先生の妖怪考察を通じて学んだ、日本各地に伝わる妖怪や伝承について
の知識を、
「資格」として公式に認定する検定試験。
■開催日 １０月２６日（日） ■申込期間 ８月１日～９月末 ■受験料 2,000 円～
■問合せ先 境港商工会議所 電話 0859-44-1111 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.sakaiminato.com/
（５）第６回 境港さかな・妖怪ウォーク
■開催日 １１月１６日（日） ■参加料 一般：1,000 円、小人 500 円（小学生未満無料）
■問合せ先 境港さかな・妖怪ウォーク実行委員会（境港市観光協会内） 電話 0859-47-3880
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.sakaiminato.net/

【夢みなとタワー展望台からは、あのベタ踏み坂も見えます！！】
地上４３メートルから日本海を臨む３６０度の大パノラマ、展望台からは大山、美保湾、中海、そしてＣＭで話
題となったベタ踏み坂も見えます。タワー３階には無料で民族衣装を試着でき、アジアの文化を体験できます。
タワー隣には、「境港さかなセンター」があり、新鮮な海の幸をお土産に。また「みなと温泉ほのかみ」は公園
から湧き出た天然温泉で、日本海を眺めながらの露天風呂は格別です。
（１）夢みなと公園☆夏まつり☆
「こども縁日」に「夢みなとおばけ屋敷」、夏休みの工作に「夢みなと工房～Summer～」もあります、８月１３日
～１６日は期間限定で、展望室の時間を２０時まで延長開館します。
■開催期間 ７月１９日（土）～８月２４日（日） ■会場 夢みなと公園
■タワー入館料 高校生以上 300 円、小・中学生 150 円
■問合せ先 夢みなとタワー 電話 0859-47-3800 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.yumeminatotower.gr.jp/
（２）見て触れて遊ぶ 光のミュージアム
■開催日時 ７月２６日（土）～８月３１日（日） 10：00～17：00（入場は閉場 30 分前まで）
■料金 一般（高校生以上）前売り 700 円（当日 900 円）、小中学生前売り 300 円（当日
500 円）、幼児無料 ※光のミュージアム入場券（半券）で、会期中タワーに無料入館できます。
■問合せ先 新日本海新聞社西部本社事業課 電話 0859-34-8813
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～無料シャトルバス運行～
７月２７日(日)、８月２日(土)、３日(日)、９日（土）～１７日（日）、２４日（日）の計１３日間は、ＪＲ境港駅⇔海とくら
しの史料館⇔水産物直売センター⇔大漁市場なかうら⇔夢みなとタワー間を１日９往復の無料シャトルバスが
運行します。

【大山ガーデンプレイス日曜朝市】
地元の朝採れ野菜や豆腐屋さんの各種豆腐・豆腐ドーナッツを販売します。
■開催日時 ７月１３日（日）～９月１４日（日）の毎週日曜日 朝 8：00～
■場所 大山ガーデンプレイス（西伯郡伯耆町丸山）
■問合せ先 大山ガーデンプレイス 電話 0859-39-8111 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.houki-town.jp/dgarden/

３．鳥取の味覚を紹介します！
【岩ガキのシーズンです♪ 鳥取ブランド夏輝（なつき）】
鳥取の岩ガキは大きいもので長さ２０センチ、重さ１キログラム
にも達し、素潜り漁等で採られた天然ものです。「海のミルク」と称
されるイワガキは、お好みでレモンを搾って豪快に食べる生食が
最高。冬のマガキと違い初夏からお盆にかけてが旬で、鳥取の夏
の究極の味覚です。中でも殻長１３センチ以上の高品質な岩ガキ
には「夏輝」のブランドラベルを付けてＰＲしています。
■問合せ先 鳥取県産魚ＰＲ推進協議会（事務局：鳥取県漁業協
同組合） 電話 0857-28-0111

【東郷梨選果場見学と梨食べ放題ツアー】
秋の果物の王様といえば「梨」
。中でも「二十世紀梨」
は、鳥取県が生産量全国一を誇る梨の品種です。鳥取
県中部の湯梨浜町では、１００年以上昔から二十世紀
梨が生産されており、ここで生産される「東郷二十世
紀梨」は、市場の信頼の厚いブランドとして定着して
います。その食味は、溢れる果汁とさわやかな酸味に
より、コクのある甘さが引き出されているのが特徴。
県外から指名買いされる方も多くいらっしゃいます。
そんな東郷二十世紀梨の選果場見学と梨の試食、さら
には直売所での購入もできるツアーが大好評。この機会にブランド梨を堪能してみてはいかが！？
■開催時期 ８月下旬～９月中旬 ■場所 鳥取県東伯郡湯梨浜町中興寺 343
■料金 団体(20 名～120 名)600 円／人、個人(20 名以下) 800 円／人
■問合せ先 湯梨浜町観光協会 電話 0858-35-4052、ＪＡ鳥取中央東郷梨選果場 電話 0858-32-2014

４．夏の夜空を観察しませんか☆
【ようこそ星降る国へ 鳥取市さじアストロパーク】
鳥取自動車道「用瀬ＩＣ」から車で約２５分、口径１０３センチの大型反射
望遠鏡による昼間の星観察会や夜間観望会、プラネタリウム、宿泊施設
等がある国内有数の公開天文台施設があります。
こちらでは、プライベートで天体観察をしたい方向けの本格的な天体望
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遠鏡を備えた宿泊施設「星のコテージ」、隣接するペンションがあります。
■場所 鳥取市佐治町高山１０７１－１ ■入館料金 一般 300 円（中学生以下無料）
■プラネタリウム観覧料金 大人 300 円（高校生以上）、小人 200 円（小・中学生）
■開館時間 9：00～22：00（４月～９月）、9：00～21：00（１０月～３月） ■大型バス駐車可（３台程度）
■問合せ先 さじアストロパーク
電話 0858-89-1011
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.saji.city.tottori.lg.jp/saji103/

５．鳥取県内「道の駅」探訪
【道の駅 犬挟(いぬばさり)】
３６０度山に囲まれた倉吉市と岡山県真庭市が共同経営する道
の駅で、両県の特産品が並んでいます。なかでも清流で育った、
新鮮なわさびや山菜は犬挟ならではの品々です。

■御食事処

有
■場所 倉吉市関金町山口２０３０－４６（国道３１３号線沿い）
■営業時間 8：30～18：00（１２月～３月は 17：30 まで）
■問合せ先 道の駅犬挟 電話 0858-45-1313

【道の駅 大山恵みの里】
名和インターチェンジを下りてすぐに、地元の野菜や大山の自然から生
まれた乳製品、大山町マスコットキャラクター「むきぱんだ」グッズなど、オ
リジナリティあふれる商品が並ぶ道の駅があります。
オススメはご当地グルメ満載のランチ&カフェ「大山きゃらぼく」。地元農
家より届けられる新鮮な野菜や大山ハーブチキンなどを使ったメニュー、
ここでしか食べられない紅茶ソフトクリームも販売しています。
■場所 西伯郡大山町名和９５１－６（山陰道名和ＩＣ沿い）
■７月１日より営業時間が変更 9：00～18：00（７/１～１１月末まで）、9：00～17：00（１２/１～２月末まで）
■御食事処 有 ■問合せ先 道の駅「大山恵みの里」 電話 0859-54-6030

６．鳴り石の浜
琴浦海岸の西に位置する『鳴り石の浜』は、“ごろた石”といわれ
る楕円形の石が集積した全国的にも珍しい自然海岸です。
打ち寄せる波によって、石がぶつかり合い「カラコロ」と独特の響
きを奏でます。
四季折々の表情をみせてくれる浜は、特に夕陽が美しく、５月か
ら７月にかけて海に沈む夕陽を見ることができます。きれいな波音
が「よく鳴る」浜であることから、運気が「良くなる」浜と験（げん）を
担ぎ、縁起の良いパワースポットとして注目されています。すぐ側にはカフェもあり、曜日によって美味しいラン
チや蕎麦がいただけます♪
☆ボランティアグループ『鳴り石友の会』が運営するお昼限定のカフェ
オススメの鳴り石ヘルシーランチは、限定２０食です。
■営業日 金・土（※限定ランチのみ販売のため、営業時間は要問合せ）
■問合せ先 鳴り石カフェ・鳴り石の浜プロジェクト
電話 0858-55-0016
☆厳選した地元産のそばの実を石臼挽きで自家製粉して手打ちした香
り豊かな鳴り石そば
■営業日 火・水・木 ■営業時間：11：00～日没まで
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■問合せ 090-7892-8276
８月には、たくさんのひまわりが咲きます☆

７．鳥取の偉人～サクラクレパス創設者 佐武林蔵～
子どもの頃、誰もが１度は手にしたことのある「クレパス」。大正１４年に日本で初めて開発されたこの画材は、
クレヨンとパステルの長所を併せ持ち、油彩画のような表現ができます。このクレパス開発に深く関わったのが、
日野郡日南町出身である、佐武林蔵（さたけりんぞう）氏です。
日南町総合文化センター内にある日南町美術館では、「大人のためのクレパス画教室」を開催します。初め
て参加される方を対象とした、画材の知識とさまざまな技法が学べるコースと、自分のお気に入りの名画の模
写作品づくりをするコースがあります。
【初参加コース】 ■日時 ９月７日(日) 13：00～16：00 ■受講料 6,000 円（クレパス画材一式を含む）
【マスターコース】■日時 ９月２０日（土）13：00～17：00、９月２１日(日)10：00～16：00（２日間連続講座）
■受講料 5,500 円（完成した作品を入れる専用マットと額縁付き）
■問合せ先 日南町美術館 電話 0859-77-1113 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://culture.town.nichinan.tottori.jp

８．ＨＡＰＰＹ☆になれそうな神社を巡ってみる
倉吉駅から車で３０分程の所に、日常の喧騒を忘れてしまいそうな、静か
な神社があります。木漏れ日の中の長い石段を、幸運が積み重なることを
祈願しながら登ってみてください、そこに福積（ふくづみ）神社があります。こ
の神社から、車で１０分程のところには、古くから八王子大明神と称し、福富
集落の産土の神としてお祀りされてきた、幸運と富貴を招く福富（ふくどみ）
神社があります。なんだかどちらも幸せな気持ちになれそうな神社です。鳥取県観光連盟では、開運にちなん
だ神社を巡る、開運八社巡りを企画しています。開運手ぬぐいにそれぞれの神社の朱印をおして、お守りにし
てみてはいかがでしょうか。
【福積神社】 ■住所 倉吉市福積７１９
【福富神社】 ■住所 倉吉市福富３２６
■両神社問合せ先 ＪＲ倉吉駅内観光案内所 電話 0858-24-5370

９．秋に向けてのウォーキングイベント
【ぐるっと湯梨浜東郷湖１周ナイトハイク】
■開催日 ８月９日(土) 18：00 スタート ■場所 東郷湖周辺 半周コース（約 6km）、1 周コース（約 11km）
■問合せ先 湯梨浜町生涯学習・人権推進課 電話 0858-35-5368
【境港みなとウォーク～さかなの町コース～】
■開催日 ８月２４日(日) 7：30 ＪＲ境港駅前集合 ■場所 境港市内 3､8km
■問合せ先 境港市観光協会 電話 0859-47-3880
【琴浦グルメ de めぐるウォーク】
グルメ・歴史・健康・観光をコラボしたウォーキングイベント
■開催日 ９月２３日(火・祝日) 9：00～15：00
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■場所 東伯総合公園 殿様コース（4km）、琴の浦コース（7km）、風車コース（10km）
■問合せ先 琴浦町商工観光課 電話 0858-55-7801
【境港みなとウォーク～弥生緑地・大港神社コース～】
■開催日 ９月２８日(日) 9：45 JR 境港駅前集合

■場所 境港市内 5､3km

■問合せ先 境港市観光協会 電話 0859-47-3880

１０．オススメ滝スポットをご紹介します！
【今滝(いまだき)】（湯梨浜町）
見上げるばかりの老樹に囲まれて、安山岩の絶壁を真っ白い布が流れるよ
うに飛瀑する４４メートルの滝。今年も名物「今滝の滝床料理」が始まりました。
マイナスイオンたっぷりのパワースポットで季節のお料理を是非ご堪能くださ
い。 ご予約は１５名様よりできます。
■期間 １１月末まで（予定）
■場所 東伯郡湯梨浜町北福
（大型バス２台駐車可）
■料金 2,100 円～／人
■問合せ先 湯梨浜町観光協会
電話 0858-35-4052

【山王滝（さんのうだき）】（鳥取市佐治町）
山王滝は国道４８２号線、岡山県との県境に程近い場所にあ
ります。川遊びもできる清流沿い、たんぽり荘・山王谷キャン
プ場から散策路を渓谷沿いに１５分程歩くと、高い壁に囲まれ
た神秘的な滝があります。落差は１５メートルほどですが水量
が豊富で見ごたえがあります。滝壺も深く立派です。
■場所 鳥取市佐治町中 ■期間 ４月～１１月
■問合せ先 鳥取市佐治町総合支所 電話 0858-88-0215

【三滝渓（みたきけい）】（鳥取市河原町）
千丈滝、夫婦滝、虹ヶ滝という三つの大規模な瀑布が見られることに
因み、三滝渓という名が付きました。最大の見どころは、高さ約８０メー
トルを誇る千丈滝。赤いつり橋から見る滝の景観は、自然の中に包ま
れるようです。三滝渓駐車場に車を停め、約１キロメートル遊歩道を歩
くと赤色の吊橋に到着、そこから滝を眺めます。
■場所 鳥取市河原町北村
■期間 ４月～１１月
■問合せ先 かわはら三滝荘 電話 0858-85-2802

発行：平成２６年６月２５日

〔とっとり観光ニュースとは…〕
私たちがおすすめする鳥取県内の最新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。
２６年６月２５日
複製・転載可です（一部画像、文章を除く）。また写真はイメージです。ご不明な点はお問い合わせください。
〔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/
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