１．鳥取砂丘光のアートフェア２０１５
世界で唯一の砂の美術館を会場に初めて開催される本イベントでは、２００万個のクラッシュグラスと特殊照明
機器を駆使し、まったく新しい光の空間を演出します。“青きジオの世界”をイベントテーマに掲げ、世界ジオパ
ークに認定された山陰海岸国立公園の美しい海の世界観をお楽しみいただけます。もちろん、世界トップクラス
の彫刻家が制作した圧倒的スケールの砂像の世界もお楽しみください。

イベント会場内では、クラッシュグラスやキャンドルアートの製作体験コーナーもあります。また、現在開催中の
砂の美術館第８期展示のテーマ「砂で世界旅行・ドイツ編」にちなんで、ドイツのクリスマスマーケットをイメージ
した飲食コーナーもありますのでご利用ください。
■開催日時

１０月３１（土）～平成２８年１月３日（日） 17：00～21：00

■会

鳥取砂丘砂の美術館（鳥取市福部町湯山 2083-17）

場

■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/

【鳥取砂丘イリュージョン２０１５ 】
鳥取砂丘の冬を彩る「鳥取砂丘イリュージョン」が今年も開催されます。今年のテーマは『和』で彩る輪の空間。
昨年好評だった CUPBAR（温かい食べ物）や各種イベント、パフォーマンスも開催予定です。
■開催日時

１２月１２日（土）～１２月２７日（日） 17:30～22:00

■会

鳥取砂丘駐車場周辺 ※入場料・駐車場無料

場

■問合せ先

鳥取砂丘イリュージョン実行委員会

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.tottori-sakyu.jp/
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２．秋の紅葉を見に行こう♪ ～智頭編・日野編～
【超小型モビリティで紅葉散策♪】
ＪＲ智頭駅前で超小型モビリティをレンタルし、紅葉の美しい智頭宿を散策しませ
んか。※運転には普通自動車免許が必要です。
■レンタル料

３時間 1,500 円、６時間 2,000 円

■使用範囲

智頭町内

■乗車定員

２名

【諏訪神社 –智頭町-】
鳥取藩の参勤交代の道として栄えた智頭往来。古い町並みが
残る智頭宿にあり、紅葉の名所として知られています。
■場所

八頭郡智頭町智頭

【ちょっと足をのばして・・・絶景！芦津渓谷！！-智頭町- 】
広葉樹の紅葉と天然杉の緑のコントラストが鮮やかです。「亀
岩」と呼ばれる巨岩や、「三滝」をはじめとする多くの滝、「小豆
ころがし」という急流や淵など、変化に富んだ景観を楽しむ事が
できます。森の中でゆったりと深呼吸し、森林浴を一歩すすめ
た「森林セラピー®」も体験できます。
■場所

八頭郡智頭町芦津

【お腹がすいたら♪山菜料理みたき園 –智頭町-】
美しい紅葉を眺めながら小川の流れる園内で、山菜料理や手作りこんにゃくなど
がいただけます。
■営業時間 8：00～17：00 （１２月上旬～３月末は閉園）
■場所

八頭郡智頭町芦津７０７ 電話 0858-75-3665

≪智頭町の問合せ先≫ （一社）智頭町観光協会 電話 0858-76-1111
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www1.town.chizu.tottori.jp/kankou/
【石霞渓 –日南町-】
奥日野県立自然公園の景勝地として知られる一大渓谷。奇岩怪石が連
なり、水流と岩石と紅葉のバランスが素晴らしく秋の紅葉と山水画の世
界を堪能できます。
■場所

日野郡日南町生山

【廃校の校庭に佇む大イチョウ –日南町-】
かつては小学校のシンボルとして子ども達に親しまれていた大イ
チョウ。現在は廃校となった学校の校庭で今もなお、秋になるとそ
の見事な黄色い色どりが通りがかりの人達の足を止めます。
■場所

日野郡日南町三栄 （旧日野上小学校）

≪石霞渓・大イチョウの問合せ先≫
日南町役場企画課 電話 0859-82-1115
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.town.nichinan.lg.jp/kanko/
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３．イベント情報
【たんぽり村まつり】
ガスや電気を使わずに調理する飲食ブース、太陽光発電での自家発電ラ
イブや地元案内人による集落ツアー、夜にはみんなで薪ご飯を作り、五衛
門風呂に入り、火を囲みながら過ごします。様々な生き方をしている人や
暮らしと出会いがある、宿泊も出来る野外イベントです。
■開催日

１０月１０日(土)～１２日（月）

■入村料 800 円（500 円チケット付）/１日 ※小学生未満無料

■宿泊料

大人 1,500 円、学生 700 円、幼児以下 300 円（夕食・朝食・五衛門風呂込）
貸しテント 500 円、貸し寝袋 300 円

■会場

山王谷キャンプ場 たんぽり荘（鳥取市佐治町中１０８－２）

■問合せ先

たんぽり村まつり実行委員会

電話 090-7997-3321（担当：コウタ）

【温泉ライダーin 三朝温泉】
普段は車や歩行者が行きかう公道を完全封鎖して、自然豊かなコースを走る耐久レースを中心とした自転車イ
ベントです。高濃度のラドン含有量を誇る「三朝」を舞台としている為、レース中に疲れた足を休める「足湯」や
走った後に浸る温泉でラジウムの効果を体感できます。また会場にズラリと並ぶ「地元の幸」のブースでは、参
加者全員に配布される飲食チケットが利用できます。
■開催日

１０月３１日(土)前日受付・サブイベント、１１月１日（日）レース

■会

三朝町役場（東伯郡三朝町大瀬９９９－２）

場

■参加対象 中学生以上

■問合せ先 ウィズスポ事務局 電話 03-3478-5566 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://onsen-rider.tottori.wizspo.jp/

【智頭宿ハイカラ市】
珍しいレトロカーがずらりと並ぶ通りを着物をまとった『ハイカラさん』が歩きます。大正時代にタイムスリップし
たような街で、ノスタルジックな気分を味わってください。当日は麻を桶で
蒸す、桶蒸法の実演も同時開催。
■開催日

１１月１日(日）１０時～１６時 ※９時～オープニングパレード

■会 場

智頭宿（八頭郡智頭町智頭）

■問合せ先 （一社）智頭町観光協会 電話 0858-76-1111
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼ

http://cms.sanin.jp/p/chizu/kankou/information/102/

【第７回境港さかな・妖怪ウォーク】
みなとまちの潮風を感じながら、さかなと妖怪のまちを歩きます。参加者には特製缶バッジのプレゼントの他、
海とくらしの史料館入館券、妖怪ガイドブックのプレゼント、ウォーク中にカニ雑炊などのおもてなし、ゴール後
のカニ汁の振舞やガラポン大抽選などお楽しみ企画も盛りだくさんです。
■開催日

１１月１５日(日）

■コース

１３．６km コース、５km コース

■参加料

一般（高校生以上）1,000 円、小人（小、中学生）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 電話 0859-47-3880
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼ http://www.sakaiminato.net/site2/page/event/mizuki/7sakanayokaiwalk/

【第２７回全国柿の種吹きとばし大会】
優勝商品は豪華景品！！！全国から参加者が集まる楽しく本気になるイベントです。
■開催日
■問合せ先

１１月２３日（月・祝）

■会場

南部町農業者トレーニングセンター（西伯郡南部町天萬５２６）

全国柿の種吹きとばし大会事務局（南部町役場企画政策課内） 電話 0859-66-3113
－3－

４．蟹取県のかに情報！
『蟹取県ウェルカニキャンペーン』が今年も始まりました！
キャンペーン期間中、対象宿泊施設に宿泊された方で「宿泊証明印」
を押した専用ハガキを応募いただくと抽選で毎月１００名様に（総勢６０
０名様）に「鳥取のカニ」をプレゼントします。昨年のキャンペーンで当
選された皆様の声を少しだけ御紹介します♪
★先日カニが届きました。子ども達は「大きい～！」と笑顔になりました。
家族で美味しくいただきます。また旅行に行きたいです！
★「松葉ガニ」美味しく食べさせて頂きました。やはり本場物は別格で
す。鳥取旅行のいい思い出になりました。
★３０年位前に鳥取へ伺って以来の旅行でした。今回のキャンペーン
で当選し、大きな「紅ズワイガニ」届きました。大変喜んでいます。
鳥取県のお宿に泊まって、あったかい温泉と美味しい料理を食べて、
是非キャンペーンに応募してください♪
■平成２７年９月１日～平成２８年２月２９日
■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://kanitori.jp/
【第１８回田後港大漁感謝祭】
「松葉ガニ」のせり市やカニ宝くじ、港内遊覧航行、カニ汁１，０００
食無料配布などイベント盛りだくさんです。
■開催日

１１月１４日（土） 8：30～14：00
※鳥取駅南口より無料シャトルバスが運行

■問合せ先 田後港大漁感謝祭事務局 電話 0857-72-1531
【はわい温泉・東郷温泉の宿泊者限定！カニバス直行便】
大阪から、はわい温泉・東郷温泉往復のお得な直行バスを運行します。
■期

間

平成２７年１２月１２日～平成２８年３月２７日 ※１２月３０日～１月３日を除く 毎日運行

■料

金

大人往復 4,800 円、学生及び小人往復 4,300 円 ※税込、片道料金の設定はなし

■問合せ先

はわい温泉・東郷温泉旅館組合 電話 0858-35-4052

【三朝温泉の宿泊者限定！新大阪～三朝温泉周遊バス「三朝号」】
ＪＲ新大阪駅から三朝温泉や観光地を結ぶ周遊バスを運行します。
■期

間

新大阪発：平成２７年１２月１９日～１２月２３日及び平成２８年１月８日～３月１３日
三朝温泉発：平成２７年１２月２０日～１２月２４日及び平成２８年１月９日～３月１４日

■料

金

■問合せ先

大人往復 5,500 円、小人往復 4,500 円 ※税込、片道料金の設定はなし
（株）日本交通旅行社

電話 0858-26-1117

【カニの販売・発送取扱い店舗】
★浜勝商店 （岩美町） 電話 0857-72-8101 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ ｈｔｔｐ://www.hamakatu.co.jp/
★かねまさ浜下商店 （鳥取市）

電話 0857-28-2391

★ＪＦ鳥取県漁協 （鳥取市） 電話 0120-28-1308
★大漁市場なかうら （境港市）

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.hamashita.jp/

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://karoichi.jp/publics/index/11/

電話 0859-45-1600

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.e-tairyo.com/

★境港さかなセンター （境港市） 電話 0859-45-1111 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.sakaiminato.net/
－4－

５．レンタサイクルに乗って、街ぶらしよう♪ ～米子市編～
米子市内を観光するならＪＲ米子駅を拠点に、自転車での周遊がオススメで
す。爽やかな秋風を感じながらサイクリング♪
■レンタル期間
■料金

通年 ※要予約

半日（４時間まで）500 円、１日（４時間以上）700 円、
１泊２日 1,000 円 ※３日目以降は 700 円

■問合せ先

米子駅前地下駐輪場 電話 0859-31-2132

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.yonago-navi.jp/access/transportation-area/rantal_cycle/
【米子城下 古今絵図で巡る サイクリング】
江戸時代の米子城下と現代の米子市街地を比較するマップをもとに、ガイドの
案内で米子市内の観光名所を自転車で周ります。
■所要時間

約２時間

■申込〆切

希望日の５日前までに

■ガイド料

300 円 ※別途レンタサイクル代、マップ（必要な方のみ）代が必要

■問合せ先 米子市観光案内所 電話 0859-22-6317 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.yonago-navi.jp/yonago-guide/3036/
【米子水鳥公園】
米子駅から自転車で３０分程の所にある「米子水鳥公園」は、山陰屈指の
野鳥の生息地で、西日本最大のコハクチョウ集団越冬地として１０月中旬
から３月中旬にかけて観察できます。
■開園時間 １１月～３月：7：00～17：30（土・日・祝日）、8：30～17：30（平日）
４月～１０月：9：00～17：30
■休園日
■ネイチャーセンター入館料
■問合せ先

毎週火曜日、祝日の翌日、年末年始

大人 310 円、中学生以下無料 ※水鳥公園の入園料は無料

米子水鳥公園 電話 0859-24-6139

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.yonago-mizutori.com/

５．足湯 ～はわい温泉・東郷温泉～
東郷湖畔にあるはわい温泉・東郷温泉一帯には、７つ
の足湯スポットがあります。その中でも東郷湖羽合臨海
公園内にある「布袋の湯・めぐみのゆ」は、目の前に湖
の絶景が広がるロケーションで、地元の皆さんにも愛さ
れる足湯です。また、温泉たまごを作るコーナーや温泉
を購入して持ち帰る事ができる温泉スタンドもあります。
秋のおでかけは、東郷湖周辺の無料足湯スポットを巡っ
てみてはいかがでしょうか。
■場

所

■問合せ先

東伯郡湯梨浜町はわい温泉
はわい温泉・東郷温泉旅館組合

電話 0858-35-4052
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.hawai-togo.jp/index.html
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７．鳥取の最新情報
【冬のフラワーイルミネーション in とっとり花回廊 】
日本最大級のフラワーパークを舞台に繰り広げられる、大人気のイルミネーションが今年も登場！新たに「虹
の谷」エリアも加わり、１４０万球のイルミネーションは中四国でもトップクラスの規模となります。開催期間中は、
毎日約２００発の花火があがります。澄んだ冬空にあがる花火をイルミネーションと共にお楽しみください。
■開催期間

１１月２０日（金）～平成２８年１月３１日（日）

■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/

【道の駅 「にちなん日野川の郷」来春 OPEN 】
平成２８年４月に日南町にオープン予定の「道の駅にちなん日野川の郷」は、販売する商品・サービス・施設の利
用、すべてがカーボン・オフセットを目指しています！店舗にて販売の商品についても、１品あたり１円を森林活
動に当てる取組をする予定で、道の駅を利用することで環境貢献に参加できる事を目標とします。
■問合せ先

日南町企画課

電話 0859-82-1115

【鳥取県中部の観光地を楽しく快適に移動！倉吉三朝 ２デーパスを販売します】
県内宿泊者を対象に、倉吉駅・三徳山・三朝温泉・白壁土蔵群を結ぶ区間内を走る日ノ
丸自動車路線バスの２日間乗り降り自由２デ－パスを販売します。これは、三徳山・三
朝温泉が日本遺産第一号に認定されたことを記念し、観光客の皆さんが公共交通機関
を利用しやすくするものです。また、１１月１日(日)～平成２８年１月１１日（月）の期間中、
三朝温泉に宿泊のお客様は、ワンコイン（500 円）でＪＲ倉吉駅内観光案内所から宿泊
先まで手荷物をお届けします。
■販売期間

９月１８日（金）～平成２８年３月３１日（木）

■料

1,300 円 ※小人設定なし

金

■販売場所

三朝温泉ほっとプラ座、JR 倉吉駅内観光案内所、倉吉白壁土蔵群観光案内所

■問合せ先

JR 倉吉駅内観光案内所 電話 0858-22-1200

平成２７年９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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