１．春のアクティビティー
【日野川ラフティング】
鮎漁などが行われない限られた期間に体験できる日野川くだり。
流れが比較的穏やかな日野川を爽快に下ります。初心者も体験可能な期間
限定アクティビティーです。
■開催日 ４月、５月、１０月の土、日、祝日 ※要予約
■体験料 半日コース：大人 3,000 円／1 人、中学生以下 2,500 円／1 人（保険代、入浴代含）
１日コース：大人 6,000 円／1 人、中学生以下 3,000 円／1 人（昼食、保険代、入浴代含）
■問合せ先 日野町教育委員会 電話 0859-72-2107
【砂丘ＹＯＧＡ®】
大自然鳥取砂丘で、大地と空と海からのパワーを身体全体で感じます。
心も体もリラックスするヨガを体験。
■開催日時 ３月下旬～１０月末 ※メニューにより異なる
■料金 １人/3,000 円～ ※メニューにより異なる
■体験メニューのご紹介
○サンシャイン春 YOGA(３月下旬～５月中旬までの春期間限定)
○朝日を浴びてサンライズ YOGA
○温泉入浴付き！砂丘 SUP(スタンドアップパドルボート)YOGA（５月
中旬～９月末の期間限定） ※温泉はニュー砂丘荘、別途 500 円要
○夕陽を眺めながらのサンセット YOGA
○クリスタルボウル＆砂と波の月星ヒーリング YOGA（５月の新月と満
月～９月末までの期間限定）
■問合せ先 砂丘 YOGA® 電話 080-5756-4450
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://sakyuyoga.com/
【パラグライダー】
広大な砂丘を上空から眺めて、風を感じるアクティビティ。
砂丘本舗
■開催期間 通年 ※要予約（前日まで）
■場所 鳥取砂丘、霊石山
■料金 １人/7,000 円～ ※メニューにより異なるが全て税込、保険代込
■人数 1 名～30 名 ■体験メニュー 半日体験コース、楽ちんコース、１日
体験コース、タンデム体験コース、１年コース他
■問合せ先 砂丘本舗 電話 0857-24-6124 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼ http://para.sakyu.info/メールアドレス para@sakyu.info
ゼロ・パラグライダースクール
■開催期間 ３～１２月 ※要予約
■場所 鳥取砂丘、霊石山 ■予約受付時間 9：00～19：00
■人数 1 名～50 名（※20 名以上の場合はお早めに御相談下さい）
■料金 １人/7,500 円～ ※メニューにより異なるが全て機材レンタル代、安全管理料込
■体験メニュー 半日コース、１日コース、１年コース、タンデム（パイロットと２人乗り）他
■問合せ先 ゼロ・パラグライダー・スクール 電話 0857-29-9098 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.zero-para.co.jp/
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【サンドボード】
■開催期間 通年 ※要予約（３日前まで、ただし定員に満たない
場合は、当日受付可）
■場所 鳥取砂丘
■料金 １人/3,000 円 ※指導料、ボードレンタル代、保険料込
■問合せ先 鳥取砂丘サンドボード実行委員会事務局
電話 0857-23-1749(平日対応)、0857-30-1991(土日祝日対応)
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.nkt-pro.co.jp/sandboard/index.html
【春の千代川ゴムボートで川下り】
■開催日時 ３月２２日(日) ■参加料 大人 500 円、小中学生 300 円
■受付場所 鳥取市用瀬町保健福祉センター駐車場
■受付時間 9：30～11：30、13：00～15：00※事前予約不要
■対象 小学４年生以上（３年生以下が乗船の場合は保護者同伴）
■問合せ先 用瀬町ジゲおこし実行委員会 電話 0858-87-2111
※アクティビティ各種は、天候により中止する場合あり

２．ゴールデンウィーク イベント特集
【金持神社財布お祓い】金持神社の例祭に合わせ、使わなくなった財布をお祓いし、
お焚きあげする「財布お祓い大祭」が執り行われます。お祓いの後は印として、新たに
金運を招く「金の素」をお送りします。
■開催日 ４月２５日、７月２５日、１０月２５日、１月２５日 ※要事前予約
■会場 金持神社（日野郡日野町金持）

■料金 2,000 円（お祓い料）

■問合せ先 観光物産館金持神社札所（売店） 電話 0859-72-0481
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://kanemochi-jinja.net/

【鳥取市花のまつり】鳥取のまちなか本通り、若桜街道が歩行者天国になり、各種イベントを開催。
■開催日
■問合せ先

４月２９日（水・祝）

■会場

鳥取市 本通り、若桜街道

鳥取市経済観光部 経済・雇用戦略課

電話 0857-20-3222

【三朝温泉五月武者めぐり】武者人形を見ながら街歩き。旅館、商店、飲食店、空き屋店舗にも展示します。
■開催日
■問合せ先

４月２５日（土）～５月１７日（日）

■会場 三朝温泉街（東伯郡三朝町）

三朝温泉観光協会 電話 0858-43-0431 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://spa-misasa.jp/

【花湯まつり】お釈迦様の誕生を祝い、湯の恵みに感謝
するとともに、その年の豊作と商売繁盛を願う綱引き神
事「陣所」が祭りのメインです。「陣所」の大綱引きは東西
に分かれて引き合う伝統行事で、東が勝てば豊作！西
が勝てば商売繁盛！と言われています。藤カズラで編ん
だ長さ８０メートル、重さ２トンの綱に触ると無病息災がか
なうと言われ、多くの観光客が綱引きに参加します。
■開催日 ５月３日、４日
■会場 三朝温泉街 ■問合せ先

三朝温泉観光協会

電話 0858-43-0431 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://spa-misasa.jp/
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【姫路公園まつり】やまめ釣り大会やネイチャーゲームの開催をはじめ、祭り当日は公園内の遊具も無料開放
します。 ■開催日 ５月３日（日・祝） ■会場 安徳の里・姫路公園（八頭郡八頭町）
■問合せ先 八頭町産業観光課 電話 0858-76-0208

【河原城春の大茶会】お茶席のほか、ステージイベントやバザーなど盛りだくさん！
■開催日 ５月２日（土）、３日（日・祝）
■会場

河原城 （鳥取市河原町谷一木 1011）

■問合せ先

河原城風土資産研究会 電話 0858-85-0046

【智頭どうだんまつり】どうだんつつじの可憐な花が咲き誇る５月中旬に毎年開催さ
れるお祭りで、苗木や植木の販売の他に地元ならではの特産品や智頭杉を使った
木工品などたくさんの出店で賑わいます。
■開催日 ５月１５日（金）、１６日（土）、１７日（日）
■会場 智頭町民グラウンド ■問合せ先 智頭町観光協会 電話 0858-76-1111

３．竹にまつわるエトセトラ
春の陽気と共に、土から顔を出してくる「たけのこ」。鳥取県内の
竹にまつわる色々な情報を集めました。

【船岡竹林公園】国内外の珍しい竹と笹２００品種が生い茂る国
内有数の本格的な竹林公園です。薄緑色の淡い光に包まれてい
ると、竹の放つ精気で竹林浴を満喫できます。公園内には、食事
処（４月～１１月の土、日、祝日のみ営業）やキャンプ場も併設さ
れており、竹林の中に佇むバンガローに宿泊する事もできます。
≪イベント：ふなおか竹林まつり≫
たけのこ堀りや、竹を使った細工など国内外の竹を楽しむことができます。

■開催日

４月２９日（水・祝）

■会場 船岡竹林公園（八頭郡八頭町西谷） ■問合せ先 八頭町産業観光課 電話 0858-76-0208
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.town.yazu.tottori.jp/dd.aspx?menuid=2162

【竹するめ】手入れがされず、広がりすぎた竹林どうしよう・・・。「えーい食べちゃえ！」
の発想から生まれた新感覚のおつまみが「竹するめ」です。地元南部町の少し成長した
竹の子を使い、食べやすい大きさにカットし味を付け、乾燥させ、噛めば噛むほどする
めのように味がでてきて、それはまさに山のするめ。お酒のあてにぴったりです。味は
七味と山椒とカレーの３種類あります。料金は３００円で販売中！
■問合せ先 株式会社緑水園（西伯郡南部町下中谷 606）
電話 0859-66-5111 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.town.nanbu.tottori.jp/ryokusuiko/
【竹蔵 創作工房中野竹藝(なかのちくげい)】大正元年創業。「丸竹加工」と言われる竹を曲げる技術が世界に
ひとつの技術と言われ絶賛されています。老舗ならではの伝統を守りつつ、風情ある作品はもちろんの事、
洗練されたモダンな作品もあり、幅広い層に人気があります。造り酒屋の蔵を改
装した建物の三号館は天然素材の竹に囲まれ、そこに立っているだけで心が解
き放たれていくような感覚があります。
■問合せ先 赤瓦三号館 竹蔵 創作工房中野竹藝（倉吉市東仲町）
電話 0858-23-7500 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://akagawara.net/akagawara/03/index.php
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４．今が旬！鳥取グルメ
【赤がれいバリバリ丼】豊かな海と山に恵まれた岩美町には多くの特産物があり、そ
の中でも選りすぐりの８つの食材を「いわみ八宝」としています。このいわみ八宝を気
軽に味わえるようにとの思いから「赤ガレイ」を使った丼ができました。今が旬のカレイ
を丸ごと揚げ、海のたれ（イカ墨入り）、山のたれ（梨入り）、和風ダレでいただきます。
骨せんべいもバリバリ食べることができ、最後はだし茶漬けでいただきます。４月下旬
までの期間限定丼です。
※提供されるお店によって、定休日や金額等が異なりますので、事前にご連絡ください。
■問合せ先 岩美町観光協会 電話 0857-72-3481 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.iwamikanko.org/
バリバリ丼 http://www.iwamikanko.org/articles/view/205

５．花のたより✿
【大山 住雲寺（じゅううんじ）藤】春の陽気に包まれるこの時期、
境内の藤の花が一番の見頃を迎え、藤棚から垂れ下がる淡
い紫の花々の下、多くの見物客が訪れ、美しいお花見を楽し
みます。「藤まつり」期間中は、美しく咲き誇る花々の下、茶席
などを用意し、観光客をもてなします。
■期間 ５月上旬

■拝観無料

■場所 住雲寺（西伯郡大山町古御堂５１３）
■問合せ先

大山町役場 観光商工課 電話 0859-53-3110

【日南町 船通山（せんつうざん） カタクリ】
鳥取県日南町と島根県奥出雲町との県境にある標高１，１４２m の
船通山。有名な神話「八岐のおろち」の舞台となったことで知られて
いるこの山では、５月の連休頃に山頂付近でカタクリの花が咲き誇
り、登山客を楽しませてくれます。また国の天然記念物で世界最大
級、樹齢１０００年の「イチイの木」もあります。
春の新緑を眺めながら、鳥のさえずりを聞きキンポウゲ、トウダイグ
サ、サンインシロガネソウ、ツツジ、ブナ、コブシ、ゴマギなど多くの
山野草や木々を楽しむことが出来ます。山頂では毎年７月２８日に
奉納神振行事「宣揚祭」が行われ、神楽「剣の舞」が奉納されます。
■問合せ先 日南町観光協会 電話 0859-82-1115

６．旅行に便利な交通情報
【Ｇバス】
昨年好評だった G バスが、コースを増やしパワーアップして今年も走ります！
■料金 大人（中学生以上）3,000 円、子ども（３歳～小学生）2,000 円
■コース
○Ｇｒｅｅｎコース：石谷家住宅→山菜料理→智頭宿散策→とうふちくわの里→砂の美術館→鳥取砂丘
○Ｇｅｏコース：浦富海岸島めぐり遊覧船→漁師丼→山陰海岸学習館→砂の美術館／鳥取砂丘→因幡の海の
幸＆大地の恵み買物
■運行期間 ５/９～１１/２９の毎週土曜日（Ｇｒｅｅｎコース）、日曜日（Ｇｅｏコース）
■所要時間 約６時間
■催行人数 １名～４０名 ※要予約（出発前日１７時まで受付）
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■申込方法

（一社）鳥取市観光コンベンション協会にＦＡＸで申込 ＦＡＸ 0857-29-1000

■問合せ先

（一社）鳥取市観光コンベンション協会 電話 0857-26-0756

【らく～だバス】特典満載の美味しい、楽しい県内の魅力満載スポットをらく～に楽しめるバスツアー。
■料金 大人（中学生以上）3,000 円、子ども（小学生以下）1,500 円 ※入館料、見学料、昼食代込
■発着地 倉吉駅バスターミナル、三朝温泉観光商工センター、はわい温泉・東郷温泉観光案内所
■催行人数 １名～４５名 ※要予約（出発前日１７時まで受付）
■コース 倉吉白壁土蔵群→大山乳業工場→琴浦めし→道の駅大栄→白兎神社→砂の
美術館→鳥取砂丘
■運行期日 ４/１８～９/２６ ※毎週土曜日８：３０発
■問合せ先 とっとり梨の花温泉郷広域観光協議会 電話 0858-24-5024
【大山る～ぷバス】大山山麓の観光スポットの周遊に便利な循環バスが今年も運行します。
観光施設や宿泊施設などの停車箇所も増え、乗車特典などもあります。
■料金 利用区間により異なる ※乗り放題乗車券 1,000 円/１日、1,300 円/２日
■運行経路（例） 全日空ホテル→米子駅→皆生温泉（１便増便）→各所→大山寺 ※バス停全１９ヶ所
■運行期間 ４/２５～１１/８までの土、日、祝日、ゴールデンウィーク、夏休み、紅葉シーズン
■問合せ先 日本交通(株)米子営業所 電話 0859-33-9116、日ノ丸自動車(株)米子支店 電話 0859-32-2123

７．い～い湯だぁ～なぁ♪ 関金温泉
鳥取県の秘境とも言えるほど、閑静で自然豊かな温泉地。
美人の湯と呼ばれる無色透明無味無臭のお湯は、「白銀
（しろがね）の湯」とも呼ばれています。関金温泉のラドン
含有量は世界でも有数で、ラドンによるホルスタミン効果で
生活習慣病に対して、予防、治療の可能性が高まると考
えられています。ＮＰＯ法人「健康と温泉フォーラム」が選
定する温泉療法医が薦める「日本の名湯百選」にも選ば
れたお湯です。
■問合せ先

関金温泉旅館組合 電話 0858-45-3737

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://kitegoshinai-sekigane.com/

【関金つつじ温泉まつり】
地元の特産品が並ぶ祭。前夜祭では、ステージイベントやＢ級グルメの出店他、花火も打ち上げられます。
■開催日 ４月１８日（土）、１９日（日)
■会場 関金温泉街 （倉吉市関金町関金宿）
■問合せ先 関金温泉おまつり実行委員会 電話 0858-45-3988

８．道の駅 「奥大山」 ４月２４日オープン！
岡山県津山市から米子市に至る国道１８１号線沿いに、農産物の
直売やレストラン、土産品販売、道路観光案内施設、トイレを併設
した道の駅が、奥大山の新たな観光スポットとしてオープンします。
■営業時間

9：00～20：00

※３６５日営業、休憩施設２４時間利用可
■場所 日野郡江府町佐川９０８－１（江府ＩＣ降りてすぐ）
■問合せ先 江府町奥大山まちづくり推進課 電話 0859-75-3222
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９．ボンネットバスでめぐるレトロなバスツアー
レトロなボンネットバスが鳥取駅を発着点として、鳥取砂丘や浦富
海岸、岩井温泉など観光地を周遊します。
○ジオコース：ジオサイトを遊覧船や徒歩で巡る（5/16、9/26 運行）
○愛好家コース：ボンネットバスの背景にふさわしいコースを巡る
（5/23、8/22 運行）
○アニメコース：アニメのロケ参考地などを巡る
※コスプレ可 （5/9、6/13、6/27、7/11、8/1、9/12、10/3、11/14 運行）
■参加費 各 3,000 円（遊覧船乗船料及びイカ墨ソフト代金含む、施設使用料、昼食代金は除く）
■旅行企画・実施者 日本交通旅行社 鳥取営業所

■問合せ先 岩美町商工観光課 電話 0857-73-1416

１０．第３０回浦富海岸健康マラソン大会
本大会は今年３０回の記念大会を記念し、スペシャルゲストに有森裕子さんをお迎えします。また大会参加者
で、岩美町内に宿泊される場合、宿泊の助成が受けられます。※鳥取県東部地区在住の方を除く
■開催日 ５月１０日（日）雨天決行

■会場 岩美北小学校発着 浦富海岸コース

■コース １０キロ、５キロ、３キロ、ウォーキング 他
■問合せ先 岩美町教育委員会内 浦富海岸健康マラソン大会事務局 電話 0857-73-1302
≪宿泊助成について≫
■対象日 ５月９日（土）、１０日（日）の２日間
■助成後の宿泊料金

■宿泊申込締切 ４月２０日（月）

○浦富海岸民宿（旅館含む） １泊２食：大人（中学生以上）7,000 円→5,000 円、小人

（小学生以下）5,000 円→4,000 円
○岩井温泉旅館 １泊２食：大人（中学生以上）15,000 円→１3,000 円、小人（小学生以下）10,500 円→9,500 円
■問合せ先 岩美町観光協会 電話 0857-72-348１ ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.iwamikanko.org/articles/view/208

１１．とっとり花回廊 スプリングフェスティバル
一年で最も園内が華やぐ季節が春のこの期間です。園内の各所で２００品種２０万球のチューリップが見頃を
迎えます。中でも花の谷にはオランダの名園「キューケンホフ公園」のデザイナーによるチューリップの本場さ
ながらの光景が広がります。パンジー、ビオラが一面に広がる咲く花の丘の奥や様々な種類が楽しめる桜の広
場も人気です。
■開催期間

４月４日（土）～５月６日（水）

■会場 とっとり花回廊 （西伯郡南部町鶴田 110）
■問合せ先 とっとり花回廊 電話 0859-48-3030

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.tottorihanakairou.or.jp/
発行：平成２７年２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。
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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