１．初夏の調べ ホタル舞う♪
【 ヒメとゲンジの大饗宴 -日南町- 】
日南町福万来（ふくまき）地区は、「福万来ヒメボタル乃国」として、地元ボランティアを中心にホタルが住みやす
い自然環境の保護・整備を進めています。ホタル観賞の最大の魅力は、林をうずめ尽くす「ヒメボタル」、川沿い
では「ゲンジボタル」と左右にヒメとゲンジが同時に観賞できる全国でも希少な観賞スポットです。また、ヒメボタ
ルが乱舞する杉林の一角には、観賞遊歩道が昨年整備され、ヒメボタルの小さく、発光時間の長い大乱舞を間
近でお楽しみいただけます。事前予約による「蛍守（ほたるのかみ）」の案内で、満天の星空とホタルの大乱舞、
夏の夜の一大饗宴を、静かな里山風景と共にお楽しみください。

(写真提供 中村 武 氏)

(写真提供 北尾 聡 氏)

≪福万来地区のホタル≫
■見
頃 ７月５日～１５日頃

≪福万来地区へのシャトルバス運行≫
■運行区間 米子駅⇔福万来

■観賞時間帯

19：30～21：00

■運行期間 ７月４日～１２日（予定）

■生 息 数

１０万匹位

■料

■場

日野郡日南町福万来

■停留所 米子駅、岸本、溝口、江尾、根雨、生山他

山上地域振興センター

■問合せ先 チロル観光(日野郡江府町小江尾 11-1)

所

■問 合 せ 先

電話 0859-82-0933

金 大人 2,000 円、小人 1,000 円

電話 0859-75-3300

【 吉岡温泉 ホタルまつり 】
吉岡温泉街にてホタル観賞後、白兎海岸へ漁火を見に行く無料シャトルバスが期間限定で運行します。
■シャトルバス運行日時

６月１日（月）～２０日（土）予定

※ただし１４日はイベント開催のため運休

■観賞場所

吉岡温泉街～名所「長柄川」、白兎海岸漁火（観賞時間 約１時間）

■問合せ先

吉岡温泉ホタルまつり実行委員会 電話 0857-57-0003

【 はわい温泉・東郷温泉「ホタルバス」 】
はわい温泉・東郷温泉に宿泊されるお客様限定のホタル観賞スポット行きシャトルバスを運行します。
■運行期間

６月６日(土)～２１日（日） ※期間中は、毎日運行、ただし雨天中止

■時

20：00～

間

■問合せ先

はわい温泉出発→各旅館→現地

はわい温泉・東郷温泉旅館組合

電話 0858-35-4052
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【 関金温泉 清流遊ＹＯＵ村 蛍まつり 】
手作りの灯りに地元の山菜おこわ等の販売など、手作りの蛍まつりを楽しめます！
■開催日時

６月２６日（金）、２７日（土） １８：３０～（予定）

■観賞場所

清流遊ＹＯＵ村（倉吉市関金町小泉）

■問合せ先

清流遊ＹＯＵ村 電話 0858-45-1015

２．童謡・唱歌とおもちゃのミュージアム「わらべ館」☆開館２０周年
【２０歳の皆さんを無料ご招待 】
わらべ館は平成７年７月７日にオープンし、今年開館２０周年を迎えます。その記念として、今年度２０歳になる
皆様を無料で御招待します。
■開催期間

平成２７年７月７日（火）～平成２８年３月３１日（木）

■対 象 者

平成７年４月～平成８年３月生まれの方 ※誕生日を証明できるものを御提示ください。

【わらべ館２０周年記念式典】
わらべ館童謡・唱歌推進員によるミニコンサートや２０周年を記念する短編映像の上映をします。
■期日 ７月７日(火)
■会場 わらべ館 １階エントランスホール
【ときめき！木の形と音あそび】
ユニークな造形で動きや音を楽しむおもちゃやアート作品を手掛ける樋口一成氏とつちやあゆみ氏の作品展
■期日 ６月２７日（土）～７月２０日（月・祝）
■会場 わらべ館 いべんとほーる
【ともしび歌声コンサート～歌声喫茶ともしびと一緒に歌いましょう～】
東京の歌声喫茶「ともしび」のメンバーらを迎え、歌集を見ながら参加者全員で童謡・唱歌・流行歌を歌います。
■期日 ７月２日（木）14：00～16：00（開場 13：30）

■会場 とりぎん文化会館 小ホール（鳥取市尚徳町）

■問合せ先 わらべ館（鳥取市西町３丁目２０２） 電話 0857-22-7070

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.warabe.or.jp/

３．中国自動車道 加西 SA（下り）で鳥取県の観光情報を発信します！
この春から、中国自動車道加西ＳＡ下り線で、県内のパンフレットを設置し、壁面
には旬の観光情報を掲示します。ここで、県内の情報を入手し、鳥取自動車道（無
料）や米子自動車道を利用して、お気軽に鳥取県へお越しください。
■場所

中国自動車道加西 SA 下り（兵庫県加西市畑町２２７６－７）

■問合せ先 鳥取県観光連盟 電話 0857-39-2111
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４．新緑の山へ -山開き・トレッキング情報【大山（だいせん）】
夏山開き祭前夜祭では、大神山神社奥宮で神事が行わ
れた後、ご神火が２，０００本のたいまつに移され、闇に浮
かびあがる炎が幻想的な「たいまつ行列」となります。夏
山開き当日は、山頂で安全祈願神事がとり行われます。
■期日

前夜祭：６月６日(土)、山頂祭：７日(日)

■場所

西伯郡大山町大山

■問合せ先 大山町観光案内所 電話 0859-52-2502

【那岐山（なぎさん）】

【氷ノ山（ひょうのせん）】

春先から初夏にかけて、シャクナゲやドウダンツツジ

中国地方で大山に次いで２番目の高さを誇ります。

の群落が見頃を迎え、頂上では鳥取砂丘や日本海

昔の伊勢詣での街道からブナの自然林を歩くコース

が眺望できます。

や特有の巨木林や植物が見られるコースなど、多彩

■期日

那岐登山ふれあい大会：４月２９日(水・祝)

な登山コースが魅力です。

■場所

八頭郡智頭町河津原

■期日

前夜祭：６月６日(土)、山頂祭：７日(日)

■場所

八頭郡若桜町つく米

■問合せ先 智頭町観光協会 電話 0858-76-1111

■問合せ先 若桜町観光協会 電話 0858-82-2237

【船上山（せんじょうさん）】

【船通山（せんつうざん）】

「屏風岩」と呼ばれる高さ約６０～１００ｍの垂直に近

神話「ヤマタノオロチ」で知られ、頂上には「アメノムラ

い断層が特徴の雄大な山。頂上の台地から勢いよく

クモノツルギ」の碑があります。ＧＷにはカタクリの花

流れる２つの滝「千丈滝」も圧巻。後醍醐天皇を引き

が見頃を迎えます。毎年７月２８日には宣揚祭を開催。

寄せた神秘の魅力をもつ山。
■場所

東伯郡琴浦町山川

■場所

■問合せ先 琴浦町観光協会 電話 0858-55-7811

■問合せ先 日南町観光協会 電話 0859-82-1115

【三徳山（みとくさん）】
春になり、三徳山投入堂（なげいれどう）への参拝登山が再
開しました。４月３日、遙拝所手前の駐車場 に、三徳山休憩
舎がオープンしました。バス待合所としての利用もできます。
■場所

日野郡日南町上萩山

東伯郡三朝町三徳９８０－１

■問合せ先 三朝町企画観光課 電話 0858-43-3514
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５．最新イベント情報
【みくりやポートフェスティバル&さざえ祭】
美味しいサザエの壺焼きやサザエごはん、大山おこわの出店やフリーマーケットの開催があります。
■開 催 日

５月１０日（日）

■会場

御来屋漁港周辺（西伯郡大山町御来屋）

■問合せ先

大山町企画情報課 電話 0859-54-5202

【SAN-IN 未来ウォーク】
２００１年より毎年開催されているウォーキングの祭典。
■開 催 日

６月６日（土）、７日（日） ※当日参加可

■主 会 場

倉吉パークスクエア内 倉吉未来中心
（倉吉市駄経寺町２１２－５）

■参加費 一般/1,800 円（事前申込）、2,000 円（当日申込）、大学・短大・専門学生/500 円、高校生以下/無料
■コース 里見八犬伝・国鉄廃線跡コース/４０キロ、はわい・東郷湖コース/３０キロ、名探偵コナン・琴浦さん
コース/２２キロ、開湯８５０年三朝温泉コース/２０キロ、ほか市内を巡るコース等
■問合せ先

未来ウォーク実行委員会 電話 090-9730-1089
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://npo-mirai.net/public/category/mirai_walk/

【地ＢｅｅｒＦｅｓｔ大山 】
鳥取県・大山（だいせん）の自然豊かな高原に毎年日本各地から厳選されたクラフトビールが集結し、地元フー
ドと音楽ライブと合わせてお楽しみいただけます。今年は全国１１の都道府県より１２社のビールメーカーが約
６０種のビールをお届け！それぞれの個性豊かな味を飲み比べいただけます。
≪クラフトビアの種類≫

大山Ｇビール、松江地ビールビアへるん、箕面ビール、海軍さんの麦酒、伊勢角屋麦酒、作州津山ビール、城
端麦酒、吉備土手下麦酒、ヘリオスビール、さがみビール、Ｔ・Ｙハーバーブルワリー、山口地ビール
■開 催 日

６月１３日（土）、１４日（日）

■会

桝水高原駐車場（西伯郡伯耆町）

場

■チ ケ ッ ト

樽生ビール１日飲み放題券・オリジナルグラス付：5,000 円（当日券）、4,500 円（前売り）
５杯券：1,900 円（当日券）、1,700 円（前売り） ※オリジナルグラス付は 1,900 円（前売りのみ）

■問合せ先

地ｂｅｅｒｆｅｓｔ大山実行委員会

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://beerfestdaisen.com/index.shtml

電話 0859-52-2420（大山桝水フィールドステーション）、0859-68-4211（伯耆町商工観光課）

【第２８回北栄町すいか・ながいも健康マラソン大会 】
■開 催 日

６月２１日（日）

■会

お台場公園多目的広場（東伯郡北栄町由良宿１４５８－１６）

場

■参 加 費

計測：一般/3,500 円、高校生以下/2,000 円、非計測：一般/3,000 円、高校生以下/1,500 円

■申込期限

【郵便振替】４月３０日（木） 、 【窓口・インターネット】５月１４日（木）
※定員４，０００名に達し次第、募集を締め切ります。

■問合せ先 北栄町すいか・ながいも健康マラソン大会実行委員会事務局
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.e-hokuei.net/category_lst.php?sid=1459
－4－

電話 0858-37-5871

６．花のたより✿睡蓮・蓮
【湖山池の蓮】
湖山池の西側、福井地区から金沢地区には大名蓮の観賞
池があります。またこの辺りは、湖山池に半島状に突き出
た高さ 38.8m の小丘づづら尾があり、防己尾城（つづらおじ
ょう）の城跡など、今なお古戦場の面影を残しています。城
跡付近から眺む湖山池の風景は絶景です。
■場所 鳥取市金沢
■問合せ先 湖山池情報プラザ 電話 0857-31-2900

【 あやめ池の花菖蒲と睡蓮 】
あやめ池公園の花菖蒲は、約１００品種･５０，０００本の花を楽し
むことができ、花色も花形も様々です。花は６月初旬～下旬頃が
見頃です。また睡蓮は、４品種４００株で花色は白･ピンク･赤･黄が
あり、朝早くから午前中にかけて花を咲かせます。７～９月頃に見
頃を迎えるため、運がよければ花菖蒲と睡蓮が同時にご覧いただ
く事もできます。
■場所 東郷湖羽合臨海公園（あやめ池スポーツセンター) 東伯郡湯梨浜町藤津 650
■問合せ先 東郷湖羽合臨海公園 電話 0858-32-2189

７．初夏の旬！鳥取グルメ
【ブロッコリー】
葉や、茎付きのブロッコリーを日本で最初に販売したのは、な
んと！鳥取県です。主に大山（だいせん）山麓の良質な黒ぼく
土壌で栽培される鳥取のブロッコリーは、健康志向の高まり
などの消費者指向にマッチして、需要が伸びるとともに栽培
面積も伸びています。なかでも、「きらきらみどり」は有機質肥
料を主体とした土づくりにより栽培。苦みやえぐみが抑えられ
ており、厳しい基準をクリアしたものだけが「きらきらみどり」として出荷されます。そのままでも甘く、生でもおい
しく安心して食べることができます。
■問合せ先 鳥取県食のみやこ推進課 電話 0857-26-7853
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.pref.tottori.lg.jp/178188.htm

【するめ作り・魚の干物作り体験 】（団体向けメニュー）
田後（たじり）の「すだれ天日干し」は、地元のおばちゃん達が楽しく優しく教えてくれるするめ作りです。イカの
背中部分に包丁を入れ、平らに開き、内臓や目、口を取り除きます。洗浄された海水で洗ってから、目の粗い
すだれに干します。１回体験すれば自宅でもするめが作れるかも！完成したスルメは夕方取りに来ていただく
か、宅配便でのお届けになります。また魚の干物も同様です。※宅配便の梱包・送料は別途かかります。
干している間に、近くの浦富海岸・城原（しらわら）海岸や鴨ヶ磯（かもがいそ）の散策や遊覧船で海の上の散
策もおすすめです。穏やかな潮風を感じながら、是非体験してみてください。
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■開催期間

３月～５月、８月～１２月

■催行人数

１０～４０名

■所要時間

６０分程度

■料金

するめ作り：1,500 円/１人、魚の干物作り：1,000 円/１人

■場所

田後漁港（岩美郡岩美町田後６８）

■問合せ先

岩美町観光協会 電話 0857-72-3481

８．トットリ THE パーク☆～とっとり春旅キャンペーン～ 開催中
日本海に面した美しい海岸線など豊かな大自然のある鳥取県を存分に楽しんでいた
だくキャンペーンが始まりました！「春旅はスナバへ行こう！」をテーマにキャンペー
ンで発行した観光パスポート「トリパス」を手に入れると、県内の各種施設でお得な特
典を利用できます。また、４エリアのスナバ特典のエリアへ出かけると、春旅限定の
缶バッチを作れます。そして、対象施設に宿泊してご応募いただくと、プレゼントをゲ
ットできるお得がいっぱいです。

【スナバ特典 弓ケ浜エリアの紹介 】
弓ケ浜エリアのチェックポイント皆生温泉にあるお土産店「皆生横丁きないや」では、イベント限定デザインの缶
バッチ製作ができます。店内には、限定地酒「海に降る雪」、温泉成分の入った「皆生温泉ミスト」、ぷるるん石
鹸「マリンドロップ」、弓ヶ浜半島で収穫される白ネギがたっぷり入った、白ネギだし入り醤油「伯葱路（はくそう
ろ）」「伯州美人」など、皆生温泉限定商品も購入できます。
■問合せ先 皆生横丁きないや（米子市皆生温泉 3-1-1） 電話 0859-34-2888
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ https://www.kaike-onsen.com/kinaiya.php

【弓ケ浜エリアのアクティブ体験 】
○観光地引網 多林網
○観光フィッシング＆クルージング
○皆生海岸・海上散歩シーカヤック
○淀江和傘 製造工程の見学、紙はり体験
○伯耆古代の丘公園 火おこし、土器作りなど古代体験
■体験に関する問合せ先 米子市観光協会 電話 0859-37-2311 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.yonago-navi.jp/
■キャンペーンに関する問合せ先 鳥取県観光連盟 電話 0857-39-2111
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.tottori-guide.jp/
発行：平成２７年４月２７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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