１．海水浴場☆海開き情報
青く澄んだ鳥取県の海水浴場海開きについて、ご紹
介します。

■東浜海水浴場（岩美町）

７/１０（金）

〔問〕 東浜観光協会 0857-72-0273
■浦富海水浴場（岩美町）

７/１０（金）

〔問〕 浦富観光協会 0857-72-1313
■牧谷海水浴場（岩美町）

７/１７（金）

〔問〕 牧谷観光センター 0857-73-1863
■白兎海水浴場（鳥取市）

７/１０（金）

〔問〕白兎観光協会 0857-59-0020

■小沢見海水浴場（鳥取市）

７/１０（金） 〔問〕0857-59-6007

■砂丘海水浴場（鳥取市）

７/１１（土）

〔問〕090-7130-3022

■賀露みなと海水浴場（鳥取市）７/１８（土）

〔問〕賀露みなと観光協会 0857-28-1266

■石脇海水浴場（湯梨浜町）

７/３（金）

〔問〕090-3374-8857

■宇野海水浴場（湯梨浜町）

７/１１（土）

〔問〕湯梨浜町観光協会 0858-35-4052

■ハワイ海水浴場（湯梨浜町）

７/１６（木）

〔問〕湯梨浜町観光協会 0858-35-4052

■八橋海水浴場（琴浦町）

７/１８（土）

〔問〕琴浦町商工観光課 0858-55-7801

■皆生温泉海水浴場（米子市） ７/１１（土）

〔問〕皆生温泉旅館組合 0859-34-2888

２．夏だっ！！花火大会・祭・イベント情報
【フェスティバル・ディア・マスミズ２０１５ –伯耆町- 】
約２，０００発の花火が頭上で花開く迫力と、桝水高原から眼下に広がるパノラマ夜景とのコントラストは圧巻で
す。当日は、天空リフトの特別運行があり、頂上展望台から弓ヶ浜半島を背景にした花火を楽しめます。
■開催日

７月１８日（土）

■会場

大山桝水高原

■問合せ先 伯耆町商工観光課 電話 0859-68-4211、桝水フィールドステーション 電話 0859-52-2420

【ねう祭り –日野町- 】
根雨の町中を踊りの行列が練り歩きます。祭りの最後には花火が打ち上げられ、夜空を鮮やかに彩ります。
■開催日

７月１８日（土）

■会場

根雨のまちなか

■問合せ先 日野町企画政策課 電話 0859-72-0332

【水郷祭 –湯梨浜町- 】
神輿渡卸（浦安の舞）、浪人おどり、灯籠流しの他にメインの打上花
火、約１，２００発は必見です。
■開催日
■問合せ先

７月１９日（日）

■会場

湯梨浜町夏まつり実行委員会

東郷湖畔公園一帯
電話 0858-35-5313
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【賀露白いか祭り –鳥取市- 】
鳥取駅から車で２０分程度の賀露港周辺で鳥取名産の白いかを堪能できるイベントです。
■開催日

７月２０日（月・祝）

■会場

鳥取市賀露町（かろばんや周辺～浜寿司周辺）

■問合せ先 賀露白いか祭り実行委員会 電話 0857-28-1004

【浦富海岸元気フェスティバル・岩美花火祭り –岩美町- 】
漁火を背景に会場に輝く花火は、花火遊覧船からも眺めることができます。
■開催日
■問合せ先

７月２５日（土）

■会場

浦富海水浴場周辺

岩美町観光協会 電話 0857-72-3481

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.iwamikanko.org/

【若桜町納涼花火大会 –若桜町- 】
約１，４００発の打上花火が夜空を彩ります。若桜駅構内に展示され
ている SL のライトアップもあります。
■開催日

７月２５日（土）

■会場

若桜駅前ふれあい広場

■問合せ先 若桜町納涼花火大会実行委員会 電話 0858-82-2238

【境港妖怪ジャズフェスティバル２０１５ –境港市- 】
一流ミュージシャンが境港に集結し、会場はおおいに盛り上がります。今年で１４回目を迎えます。
■開催日

７月２５日（土）

■会場

ＪＲ境港駅前駐車場特設ステージ

■問合せ先 みなと祭前夜祭企画実施本部事務局 電話 0859-47-1068
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.sakaiminato.net/yo-kaijazz/

【第７０回みなと祭・花火大会 –境港市- 】
境港や美保関の漁船に神輿・太鼓を載せて行進する「海上パレード」や、境水道に打上花火が上がります。
■開催日

７月２６日（日）

■会場

境港市内

■問合せ先 みなと祭企画実施本部事務局 電話 0859-47-3880
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.sakaiminato.net/site2/page/event/koureievent/minatomatsuri/

【第１１回八頭町きらめき祭 –八頭町- 】
郷土芸能披露、大抽選会、バザー等あります。午後８時１５分から約１，１００発の打上花火が上がります。
■開催日

７月２６日（日）

■会場

郡家運動場（八頭町奥谷地内）

■問合せ先 第１１回八頭町きらめき祭実行委員会事務局 電話 0858-76-0208

【波止のまつり –琴浦町- 】
神﨑神社例大祭に合わせたイベントで、約７０年の歴史があり
ます。前夜祭では、赤碕菊港で花火大会とステージイベントが
行われ、夏の夜を楽しめます。例大祭では、船御幸が行われま
す。神﨑神社の神輿や神官などを漁船に乗せ、大漁旗などをな
びかせた漁船と共に町内沖を一周し豊漁と安全を祈ります。
■開催日

７月２７日（月）前夜祭、２８日（火）例大祭

■会場 琴浦町赤碕 菊港周辺
■問合せ先 琴浦町観光協会 電話 0858-55-7811

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.kotoura-kankou.com/
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【第３９回倉吉打吹まつり –倉吉市- 】
遥かなまち夢回廊、倉吉みつぼし踊り大会、打吹天女コンテストの他、２日は花火
４，０００発が打上がります。
■開催日

８月１日（土）、２日（日）

■会場

１日：倉吉銀座通り・打吹公園通り・白壁土蔵群周辺
２日：倉吉大橋下河川敷

■問合せ先 打吹まつり実行委員会事務局

電話 0858-22-8159

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.city.kurayoshi.lg.jp/p/matsuri/

【第３７回河原町あゆ祭 –鳥取市- 】
鮎のつかみどり、川下りレース、ミニコンサート等開催、夜は打上花火が上がります。
■開催日

８月１日（土）

■会場

千代川袋河原広場

■問合せ先 河原町あゆ祭企画実行委員会 電話 0858-76-3115

【第２５回白鳳祭 –琴浦町- 】
奈良時代前期・白鳳時代に隆盛極めた、国の特別史跡の斎尾廃寺に
ちなみ、８月第１日曜日に行われる一大イベント。火祭りをテーマにレ
ーザーライトと花火の競演、たいまつ行列で盛り上がります。
■開催日

８月２日（日）

■会場

■問合せ先 白鳳祭実行委員会事務局

琴浦町東伯総合公園
電話 0858-55-7801

【水中花火大会・貝がら節まつり２０１５ –鳥取市- 】
７日は屋台が並び、打上花火が上がります。８日は貝がら節総踊りで賑わい、当日飛び入り参加も可能です。
■開催日

８月７日（金）、８日（土）

■会場

■問合せ先 貝がら節まつり実行委員会事務局

７日：船磯海岸、８日：浜村観光道路周辺
電話 0857-82-0011

【第４２回米子がいな祭 –米子市- 】
「がいな」は米子市の方言で「大きい、すごい」という意味です。米子の夜空を輝か
す「がいな万灯」を持ち上げる勇敢な姿は圧巻です。花火大会やがいな太鼓、パレ
ード等が行われ、多くの観客で賑わいます。
■開催日

８月８日（土）、９日（日）

■会場

米子駅前周辺、米子港（花火大会）

■問合せ先 米子がいな祭企画実行本部事務局

電話 0859-22-0018

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.gainamatsuri.jp//index.html

【第５１回鳥取しゃんしゃん祭 –鳥取市- 】
鳥取市最大の夏祭りです。１４日の一斉傘踊りでは、毎年約４千人も
の踊り子がしゃんしゃん傘を手にそれぞれの踊りを披露します。１５日
は約５，０００発の花火が上がります。
■開催日

８月１３日（木）～１５日（土）

■会場

１３日：若桜街道、１４日：若桜街道、本通り、智頭街道
他、１５日：千代河原市民スポーツ広場内

■問合せ先 しゃんしゃん祭振興会 電話 0857-20-3210
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ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://tottori-shanshan.jp/

【せきがね夏まつり –倉吉市- 】
ステージイベントやみつぼし踊り大会の他、午後９時頃からは打上花火が上がります。
■開催日
■問合せ先

８月１５日（土）

■会場

倉吉市役所関金庁舎駐車場

せきがね夏まつり実行委員会 電話 0858-45-2119

【第５２回きしもと豊年盆踊り花火大会 –伯耆町- 】
毎年８月１５日に開催される祭り。岸本音頭を踊ったり、会場をぐる
りと囲む夜店、夜空に輝く名物の花火大会、豪華賞品が当たるお
楽しみ大抽選会、風神太鼓など盛りだくさんです。
■開催日

８月１５日（土）

■会場

岸本中学校グラウンド

■問合せ先 伯耆町商工観光課 電話 0859-68-4211
伯耆町商工会 電話 0859-68-2174

【黒坂納涼まつり –日野町- 】
日野町黒坂で行われる毎年恒例の夏祭り。会場では、ゲーム大会の他、黒坂小学校児童による傘踊りなどが
披露されます。祭りの最後には花火が打ち上げられ、夜空を鮮やかに彩ります。
■開催日

８月１５日（土）

■会場

黒坂小学校校庭（雨天時：体育館）

■問合せ先 日野町企画政策課 電話 0859-72-0332

【江尾十七夜 –江府町- 】
５００余年も続く伝統的な祭り「江尾十七夜」。フィナーレには、花火
大会が行われます。打ち上げられた花火の音が周囲の山に反響
し、体に響き渡るような迫力満点の花火を楽しむことができます。
■開催日

８月１７日（月）

■会場

江尾地内

■問合せ先 江府町観光協会 電話 0859-75-6007
江府町奥大山まちづくり推進課 電話 0859-75-3222

【もちがせふれあいフェスティバル –鳥取市- 】
ライブステージや、鳥取だらずプロレスが観賞できる用瀬町の一大イベント。夜は打上花火が上がります。
■開催日

８月２２日（土）

■会場

用瀬町運動公園いこいの広場

■問合せ先 鳥取市用瀬町総合支所地域振興課 電話 0858-87-2111

３．花のたより✿ひまわり
【鳥取市鹿野町 -橋本牧場のそば- 】
夏を象徴する花『ひまわり』、青空に映えるビタミンカラ―
が爽やかな観賞スポットをご紹介します！
鳥取市鹿野町にあるイタリアンジェラート アイス工房「橋
本牧場」のすぐ側に、０.２ｈａの田んぼを利用し、ひまわり
が綺麗に咲く場所があります。夏のこの時期に綺麗なひ
まわりを観賞しながら、ひんやり美味しいジェラートを食べに来る観光客の方も多く見られます。近くには、弱ア
ルカリ性の湯「鹿野温泉」があり、通称「おんな水」と言われるほど肌に非常にやさしく、入浴後は肌にツヤツヤ
感が得られると好評です。

■場所

鳥取市鹿野町今市
－4－

４．鳥取の梨♪
二十世紀梨は透き通るような緑黄色と、なめらかな皮が特徴です。緑黄色の外観に、黄色い模様が散在して見え
る梨はトラ熟れといい、糖度が高くおいしいとされています。鳥取での二十世紀梨の生産は国内の約半分を占め
ており、鳥取ブランドの梨は県内外を問わず人気です。みずみずしい果汁と、甘み成分のショ糖や果糖に、酸味成
分のリンゴ酸やクエン酸を含むため、夏バテ気味の体の疲労回復に役立ちます。また食物繊維を多く含むため、
整腸作用もあると言われています。近年では、二十世紀梨だけでなく、甘みと酸味のバランスが絶妙でシャリシャ
リの食感の『なつひめ』、糖度１４度を誇る芳醇な甘みとみずみずしさが特徴の赤梨『新甘泉（しんかんせん）』、み
ずみずしい果汁と甘さの強い『秋栄（あきばえ）』、など新品種も誕生しています。
■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/178199.htm

【なしっこ館】
鳥取県に梨が導入されてからの梨作りの歴史や、様々な梨の品種を学べる展示室の他、子供たちが楽しく学
べるコーナーや梨の試食を常時体験出来るコーナーなど梨をとことん知りつくす事のできる施設です。
また、梨ソフトクリームなどが食べられるフルーツパーラーやお土産やお菓子の購入ができるショップも併設、
県内の梨生産の振興を図るために「鳥取梨つくり大学」も開設されています。
隣接している敷地内には、子供たちが遊ぶ事のできる遊具やバスケットゴールの設置してある公園、室内プー
ル、飲食店などがあり、親子連れの観光スポットとしてもおすすめです。
■入場料金

大人３００円、小中学生１５０円 ※団体割引あり

■問合せ先

鳥取二十世紀梨記念館 なしっこ館（倉吉市駄経寺町 198-4） 開館時間 9：00～17：00
電話 0858-23-1174 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://1174.sanin.jp/

５．交通情報

－G バス－

大好評の周遊バス「Ｇバス」に待望の新コース「原風景（Ｇｅｎｆｕｋｅｉ）コース」ができます。若桜鉄道の特別遊覧
列車に乗り、季節のフルーツ狩り体験や街歩きなど、今回も楽しんでいただける内容です。
■運行期間
■コース

１０月１１日（日）～１２月１３日（日）の毎週日曜日に運行

鳥取駅-郡家駅-（遊覧列車）-若桜駅-駅構内・周辺まちあるき-不動院岩屋堂-昼食-季節のフ
ルーツ狩り体験-物産館みかど(買物)-砂の美術館-鳥取砂丘・買物-鳥取駅-鳥取砂丘コナン空港

■料金

大人（中学生以上）３，０００円、こども（３歳～小学生）２，０００円
※バス料金、若桜鉄道運賃、入場料、体験料、食事代金（昼食代）を含む

■募集定員

４０名/１運行あたり

※最少催行人員：２名

■申込締切

出発日前日１７時まで

■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

－5－

６．「大人達の社会見学」に新しいメニューが加わりました！
大人になっても社会見学を楽しんでもらおう♪と米子市観光協会が企画している「大人達の社会見学」に新た
なメニューが加わりました。現在人気の「航空自衛隊美保基地見学」や「大山ハムの工場見学」も必見です。

【JR 後藤総合車両所見学】
ＪＲ後藤総合車両所は、山陰・山陽・近畿エリアの車両の定期検査を担当しています。安全用のヘルメットやメ
ガネを装着し、実際の車両点検を間近で見学したり、踏切の非常ボタン等についての座学もあります。
■開催期間

６月３日（水）～８月２６日(水)毎週水曜

■予約締切

開催日の１週間前までに予約

■問合せ先

米子市観光協会 電話 0859-37-2311

■開催時間

13：30～（約９０分）

■定員 ２０名

※９月以降も継続実施予定

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.yonago-navi.jp/materials/experience/social-visit-adults/

７．鳥取県観光連盟からのお知らせ
【夏旅キャンペーン始まります♪】
観光パスポート「トリパス」を手に入れて、鳥取県内を楽しく観光しよう♪今回の第２弾キ
ャンペーンでは、「ひんやりデザートスタンプラリー」を開催します。美味しいアイスを食
べて、スタンプを集めて応募いただくと宿泊券や鳥取和牛、新米など豪華賞品が当たり
ます。またトリパスには、１００施設以上の割引や優待特典付きです。
詳しくは鳥取県観光連盟のホームページをご覧ください。

【平成２７年度（下期）鳥取県観光素材集を発行】
鳥取県内の最新観光情報と、主に団体旅行で利用が出来るお食事処が掲載さ
れた「鳥取県観光素材集」を発行しました。
詳しくは鳥取県観光連盟のホームページをご覧ください。
■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。
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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