１．日本遺産「六根清浄と六感治癒の地」
～日本一危ない国宝鑑賞と世界屈指のラドン泉～
この春、「六根清浄と六感治癒の地」～日本一危ない国宝鑑賞と世界屈指のラドン泉～として日本遺産第一号
に認定されました。この度選ばれたのは全国で１８か所です。
日本遺産とは地域に点在する文化財や歴史的魅力を一定のテーマでストーリーだてし、それを「日本遺産」とし
て文化庁が認定し国内外に一体的にＰＲする事で地域活性化を図る取り組みです。

世界有数の高温ラドン泉の三朝温泉が「六感治癒の地」として選ばれ、およそ８５０年前より湧き出る温泉は体
内に取り込むことにより免疫力の向上、新陳代謝の促進、抗酸化作用が期待でき、最近では湯治を目的に滞
在されるお客様が増えてきています。温泉街には多くの文化財が有り、代表的なものは、「三朝橋」、「南苑寺」、
「旅館大橋」、「木屋旅館」の文化財やカズラを絡ませた綱を東西で引き合う「陣所」が有ります。
また、バイオリンの組み立て、構造、音色、感触等全てわかる日本では珍しいバイオリン美術館も加わりました。
五感と心の洗濯を三朝温泉でご体感ください。
「六根清浄の地」三徳山。慶雲３年（西暦７０６年）役の行者が３枚のハスの花びらを散らし、仏教に縁のある所
に落ちるように念じた一枚が、ここ三徳山に落ちたと言われています。
三徳山は一昨年国立公園に編入され、地域としては史跡名勝、国立公園、国宝、日本遺産の称号を得た鳥取
を代表する観光地として着々と観光客を伸ばしてきています。
国宝「投入堂」までは行者道として「宿入橋」から始まり、千数百年変わらぬカズ
ラ坂やブナ林の「願掛けの石段」、「文殊堂」、「地蔵堂」、「馬の背、牛の背」など
幾つもの行場を通りたどり着いた先に「国宝投入堂」が眼前に飛び込みます。
先人の行者によって形作られた修行道の聖地において、行を重ね「六根清浄」
で心を清めてください。
日本遺産認定の三朝で心身共にリフレッシュしてみてはいかがでしょう。
■場所

東伯郡三朝町三朝

■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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２．イベント情報
【２０１５鯖サミット in 鳥取】
昨年も大好評だった鯖サミットを今年も開催します！鳥取県東部地区で１００年近い歴史を持つ加工品「塩鯖」
をはじめ、全国各地のご当地鯖料理、ノルウェーの鯖メニューも楽しめる「サバ三昧」のイベントです。
■開催日

９月２０日(日)、２１日（月・祝） ※入場無料

■会場

地場産プラザわったいな一帯（鳥取市賀露町西３丁目３２３）

■問合せ先

とっとり・因幡の塩鯖を考える会

電話 0857-28-1004

【第２９回大山はまなすサイクリング２０１５】
子供から大人まで参加可能な、大自然をサイクリングするイベントです。ゴール後は、抽選会も開催されます。
■開催日

１０月４日（日）

■コース

一息坂コース（３２ｋｍ）、はまなすコース（２０km）

■参加費

高校生以上 3,000 円、中学生以下 1,500 円 ※小学生以下は保護者同伴で御参加ください。

■問合せ先

■集合場所 ふるさとフォーラムなかやま（西伯郡大山町赤坂７６４）
■申込〆切

９月１１日（金）

中山まちづくり実行委員会（事務局：大山町企画情報課） 電話 0859-54-5202

【鹿野わったいな祭】
河川公園、街中、鳥の劇場など町全体がお祭り会場になります。芸術の秋、食欲の秋を鹿野で満喫できます。
■開催日

１０月１７日（土）、１８日（日）

■会場

城下町鹿野一帯（鳥取市鹿野町）

■問合せ先

鹿野わったいな祭実行委員会事務局 電話 0857-84-2011

【日本三大奇祭のひとつ！！蛸舞式神事（たこまいしきしんじ）】
ふんどし一丁の氏子たち（地元民）が、藁（わら）で作った蛸を掲げ
持つ男を、神楽囃子（かぐらばやし）にあわせ幾度となく担ぎ上げ、
藁の蛸の舞いを演じます。その後、丸梁（まるはり）に抱きついた主
役の氏子を下から大勢で回転させます。この世にも変わった神事は、
昭和６１年には鳥取県無形民俗文化財の指定を受けたお祭りです。
■日時 １０月１８日（日） ※毎年１０月の第３日曜日に開催
神事１３時～、蛸舞１５時～
■場所 福岡神社（西伯郡伯耆町福岡） ■問合せ先 伯耆町教育委員会生涯学習室 電話 0859-62-0712

【全国フットパスの集い２０１５in 鳥取西いなば】
「フットパス」とは「森林や田園地帯、古い街並みなど、地域に昔からあるありのままの風景を楽しみながら歩く
こと(Foot)ができる小径(Path)」のことでウォーキングよりは「散歩」のイメージに近く、地域の文化や食、地元住
民との交流などを楽しむイベントです。
■日程

〔１０月２４日（土）〕フットパスフォーラム及び交流会 、〔２５日（日）〕フットパスウォーク

■コース

気高生姜ぽかぽかコース（約 7.3ｋｍ）、鹿野城下町と里山コース（約 9.0km）、青谷しおかぜコース
（約 6.3km）

■申込〆切

９月１１日(金)午後５時必着

■参加費

フットパスフォーラム/無料、交流会/5,000 円、フットパスウォーク/1,000 円

■問合せ先

全国フットパスの集い 2015in 鳥取西いなば実行委員会事務局
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://tottorinishiinaba.wix.com/footpath2015
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電話 0857-82-0809

【秋の奥大山うまいもん祭り】
真っ盛りの紅葉を眺めながら奥大山の味覚に舌鼓！江府町の美味いもんがエバーランドに集合します。
■日時

１１月３日（火・祝）予定

■場所 エバーランド奥大山（奥大山スキー場）

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

【芦津渓谷ふれあいトレッキング】
紅葉の美しい芦津渓谷の約８km のトレッキングコースを散策する初心者にも参加しやすくリピーターの多い人
気のトレッキング大会。地元芦津地区のみなさんによる天然なめこ汁などの温かいおもてなしもあります。
■日時

１１月３日（火・祝）

■場所

芦津トレッキングコース

■問合せ先

（一社）智頭町観光協会 電話 0858-76-1111

【金持開運ウォーキング】
赤や黄色の美しい紅葉を眺めながらのウォーキング。事前申込者には参加賞
のプレゼントがあり、全員参加の縁起物が当たる開運抽選会もあります。
■日時

１１月７日（土） 受付 8:30～

■コース

Ａタフコース：滝山公園～金持神社（14.4km）、Ｂゆうゆうコース：給
水所～金持神社（8.5km）、Ｃ絶景コース：滝山公園～給水所（5.9km）

■参加費

大人/1,000 円、高校生以下/500 円
※小学生以下のお子様の参加は保護者同伴が必要です。

■申込〆切

１０月３０日（金）まで。 ※ただし当日参加も受付ます。

■問合せ先

日野町観光協会 金持神社札所

電話 0859-72-0481

【琴浦町巨木の郷 二人三脚、三人四脚駅伝大会】
毎年恒例の面白企画イベント。真剣に競技に参加するもよし！パフォーマンスで大会を盛り上げるもよし！大
会後の懇親会では、おにぎりや豚汁などの振舞も準備される予定です。
■日時 １１月８日（日）

■場所

旧古布庄小学校（琴浦町古長２１７）

■申込〆切

１０月末頃

■参加資格

１チーム１１名以内 ※女性または５０歳以上の男性１名が含まれていること

■問合せ先

古布庄地区公民館 電話 0858-57-2004、琴浦町観光協会 電話 0858-55-7811

３．鳥取砂丘で梨狩り
梨のシーズンが始まりました。鳥取砂丘から車で３分程
の場所にたくさんの梨園が並んでいます。鳥取県の特産
品「二十世紀梨」の梨狩りは、８月下旬から９月頃収穫が
可能です。
また８月中旬から１１月上旬にかけては、時期ごとに品種
の異なる梨狩り体験をする事ができます！
砂丘観光とあわせて、お土産に梨はいかがですか。
■体験期間

８月中旬～１１月頃

■問合せ先

サンドパルとっとり 電話 0857-20-2231

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.tottori-guide.jp/tourism/tour/view/795
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４．レンタサイクルに乗って、街ぶらしよう♪ ～境港編～
ＪＲ米子駅から０番線の境線に乗込み、鬼太郎たちのイラストが描かれた列車で
旅を始めましょう。終点の境港駅で降りて、隣接するみなとさかい交流館の１階境
港市観光案内所でレンタサイクルを借ります。こちらでは、手荷物の預かりもあり
ますので、手ぶらの観光ができます！※レンタサイクルを利用の方は手荷物１個につき１００円
①レンタサイクル 自転車２時間/５００円 ※１時間超過毎に追加料金１００円
（問）境港市観光案内所 電話 0859-47-0121 ※各種割引特典があります。
駅前から続く全長８００ｍ程の水木しげるロードは、年中多くの観光客で賑わってい
ます。ロードには、妖怪たちのブロンズ像が並び、運がよければ鬼太郎達にも会え
るかも！！妖怪神社やお土産屋、飲食店も充実しています。そして、ロードの最後
は水木しげる記念館へ妖怪の世界をどっぷりお楽しみください。
②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/

水木しげる記念館を過ぎると、全長１．５km のおさかなロードが始まります！境水道を望む道には、さかなのオ
ブジェが設置されています。おさかなロードの終点は、海とくらしの史料館。ここには、７００種類、約４０００点の
魚やカニのはく製が展示されています。なかでも、実際に境港で水揚げされた巨大マンボウは迫力満点です。
③海とくらしの史料館

電話 0859-44-2000

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.localplace.jp/t000233426/

そろそろお腹がすいてくる頃です。境港で獲れた新鮮な海の幸を食べて
ください。駅から夢みなとタワー方面へ自転車で２０分程の所に、「御食
事処さかゑや」さんがあります。その時期に獲れた魚介を美味しくお手
軽価格でいただけます。なかでも、カニ１匹を使った蒸し寿司と刺身の付
いた「新かに飯定食」はオススメですよ！
④御食事処「さかゑや」

電話 0859-42-5400

水曜定休

お腹がいっぱいなったら、もう少しサイクリングしてみませんか♪ここから更に２０分程海沿いを走ると、夢みな
とタワーが見えてきます。高さ４３ｍの展望タワーからは、大山、美保湾、中海など３６０度のパノラマを楽しむ
事ができます。１階には、プロが選ぶ土産物施設１００選に選ばれた、みなとまち商店街があります。お土産に、
一反木綿をあしらった「境港妖羹」はいかがでしょう！
⑤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/
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他にも、新鮮な魚介類も購入できるお土産・御食事処の「大漁市場なかうら」さんや、境港市指定文化財でもあ
る地獄極楽絵図のある「正福寺」、ＣＭで話題となった「べた踏み坂」こと「江島大橋」など自転車で回れる範囲
にありますので、是非立寄ってみてください！また、境港市内を運行している「はまるーぷバス」のご利用も便
利です。 最後にお得情報です！レンタサイクルを返却する際は、市内の施設で割引等が受けられる「ちょっぴ
りサービス券」（当日限り有効）をもらって、みなとさかい交流館４階にある「さかいポートサウナ」でお得に汗を
流しましょう♪時間があえば、浴場から隠岐汽船の船がご覧いただけますよ♪
⑥大漁市場なかうら 電話 0859-45-1600

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.e-tairyo.com/

⑦正福寺（しょうふくじ） 電話 0859-42-3834 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.shofukuji.info/index.shtml
⑧みなとさかい交流館 電話 0859-42-3705 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://sakai-port.com/publics/index/30/

５．秋の紅葉を見に行こう♪ ～大山～
【大山～秋色週間～】
大山の紅葉シーズンには、「大山秋色週間」が開催されます。ブナ
の黄金色、カエデやナナカマドの赤色など鮮やかです。期間中の１
０月２４日は大山寺で稚児行列、採灯大護摩法要等が行われます。
また、１０月３１日～１１月１日は、阿弥陀堂を無料開帳します。
■開催期間

１０月２０日（火）～１１月５日（木）

■問合せ先

大山町観光案内所

電話 0859-52-2502

【パーク・アンド・バスライドの実施】
大山山麓は、広大なブナ林が広がり、秋には見事な紅葉を楽しむ多くの観光客で賑わいます。しかし、大山環
状道路では、マイカー集中による渋滞が例年発生しています。排気ガスによる自然環境への影響が懸念され
る事もあり、この秋、マイカー規制とシャトルバスの運行を社会実験として行います。
■実施日

１０月３１日(土)

■通行規制 〔区間〕大山環状道路(県道倉吉江府溝口線)奥大山スキー場～桝水高原まで（７．５km）
〔時間〕午前７時～午後５時、 〔規制車両〕自家用車及びバイク
■シャトルバスの運行 〔区間〕奥大山スキー場～大山寺まで（１３．５km）
〔運行時間〕午前７時３０分～午後５時まで ※約１５分間隔で運行
〔乗車料金〕500 円 ※途中乗り降り自由、幼児無料
■問合せ先 鳥取県西部総合事務所 電話 0859-31-9721 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.pref.tottori.lg.jp/250429.htm
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６．速報！カニ解禁情報！！
【カニ漁の解禁期間 】 （※例年の漁期であり、変更の可能性があります。）
☆紅ズワイガニ：９月１日～６月３０日 ☆親ガニ：１１月６日～１２月末頃 ☆松葉ガニ： １１月６日～３月２０日
■問合せ先

鳥取県農林水産部水産課 電話 0857-26-7318

【冬の味覚の王者！極上！釜揚げ松葉がにを食す】
鳥取の冬を代表する味覚の王者「松葉がに」の食べ方は数多くありますが、釜揚げホカホカの茹でたてを豪快
に召し上がって頂ける贅沢なダイナミックプランです。※こちらは、旅行会社を通しての申込のみとなります。
■日時

１部：１１月２０日（金）～１２月１５日（火）、２部：平成２８年１月１５日（金）～２月１５日（月）

■会場

道の駅ポート赤碕（東伯郡琴浦町別所２５５） ■料金

■受入人数 ２名～４５名程度（※１０日前までに予約）

１枚/1,500 円

■問合せ先 琴浦町観光協会 電話 0858-55-7811

【蟹取県ウェルカニキャンペーン】
期間中、県内指定宿泊施設へ宿泊をされた方を対象に、ウェルカニキャンペー
ンへご応募してくださったお客様の中から抽選で、毎月１００名様（総勢６００
名）に「鳥取のカニ」をプレゼント。
■期 間 ９月１日（火）～平成２８年２月２９日（月）

■問合せ先

鳥取県観光連盟

電話 0857-39-2111

７．鳥取の最新情報
【砂の美術館 第９期展示 「砂で世界旅行～南米編～」 開催】
「砂で世界旅行」を基本コンセプトとし、毎年テーマを変えて展示。砂像の製作には砂と
水しか使用していないので、会期が終われば、もとの砂にかえっていきます。限られた
期間しか存在することができない砂像。その儚くも美しい造形を是非ご覧ください。
■開催期間 平成２８年４月１６日（土）～平成２９年１月３日（火）
■問合せ先 鳥取砂丘砂の美術館 電話 0857-20-2231 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.sand-museum.jp/

【トットリ THE パーク!! とっとり秋旅・冬旅キャンペーン始まります♪】
観光パスポート「トリパス」の第３弾「とっとり秋旅冬旅パスポート」の利用が始まります。 ト
リパスには、１００以上の施設の割引や特典が掲載され、トリパスを提示すると各種特典
が受けられます。また、観光案内所等がおすすめする秋・冬のイチオシおでかけスポットを
紹介。観光案内所等にはスタンプを設置しますので、観光案内所等のスタンプを集めて、
豪華賞品に応募しましょう。
■パスポート有効期間 平成２７年１０月１日（木）〜平成２８年３月３１日（木）
■問合せ先 （公社）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/toripass/
平成２７年８月２５日発行
発行：平成２７年８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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