１．鳥取の地酒スパークリングをご当地おつまみで乾杯！
今人気のスパークリングのお酒。鳥取県内の酒蔵で作られるスパ
ークリング日本酒と共に、美味しいご当地おつまみをご紹介します。

【微発泡純米吟醸 しゅわっと空 】
人工的な炭酸ガスを加えることなく、千代むすび独自の技術によっ
て瓶内で自然に二次発酵させることに成功。さわやかな微発泡の
あわ立ちによる喉越しをお楽しみいただけます。
■問合せ先

千代むすび酒造株式会社 電話 0859-42-3191

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.chiyomusubi.co.jp/

【純米発泡 にごり生原酒 】
純米生酒に「おり」（もろみの一部）を少し入れて瓶詰め、瓶内で醗酵により出来た炭酸ガスが溶け込んでます。
辛口のさっぱりとした爽やかなスパークリング日本酒です。
■問合せ先

諏訪酒造株式会社 電話 0120-113-518

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://suwaizumi.jp/

【とうふちくわ】
鳥取県東中部に見られる木綿豆腐と白身魚のすり
身をほぼ７対３の割合で混ぜて蒸しあげるちくわ。
味は非常に繊細で、噛みしめるとふんわり豆腐の
香り。ヘルシーなソウルフードです。

【あごちくわ】
鳥取では「あご」と呼ばれるトビウオのすり身で作ら
れた竹輪。表面を焼いた硬めの皮から、香ばしい
香りがただよい、しっかりとした旨味が味わえます。

【ながいもかまぼこ】
鳥取名産の「砂丘長いも」が生のまま包みあげられた贅沢な一品。中には、蒸して仕上げたものや油で揚げたも
の、中には「かに」の身が入ったものなどもあります。長いものサクサクとした食感をお楽しみください。
■食に関する問合せ先

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/dd.aspx?menuid=153757

２．冬のイベント ～クリスマス☆年末年始～
【クリスマス花火観賞２０１５】

湯梨浜町の新名所「アロハモニュメント」を照らす聖なる夜のファンタジー。ク

リスマスツリーを模したオリジナル花火は全国でココだけです。
■日時

１２月１９日（土）、２０日（日）20：15～20：30

■問合せ先

■場所

浅津公園（東郷湖羽合臨海公園）

はわい温泉・東郷温泉旅館組合 電話 0858-35-4052
－1－

【長谷寺の除夜の鐘】

大晦日の２３時より、古仏お焚き上げ供養と除夜の鐘つきを行います。

■日時

１２月３１日（木）23：00～

■場所

長谷寺（倉吉市仲ノ町２９６０）

■問合せ先 長谷寺 電話 0858-22-3272

【２０１６来なんせＴＯＴＴＯＲＩ初夢ロード】

恒例の年末年始イベントを今年も開催します。しゃんしゃん傘踊り

を始め、カウントダウンや鏡開きもあります。
■日時

１２月３１日（木）21：30～

■問合せ先

■場所 鳥取駅前バードハット（鳥取市今町２丁目）

初夢ロード実行委員会 電話 0857-23-5550

【カウントダウンイベントＩＮ大山】
おごそかな大山寺の元でカウントダウン！たいまつ
を持って大神山神社奥宮へ参拝します。
■日時
■場所

１２月３１日（木）
大山寺周辺（西伯郡大山町）

■参加費
■問合せ先

【成田山青龍寺の除夜の鐘と新春イベント】

3,000 円/１人 ※たいまつ、保険料込
とやま旅館 電話 0859-52-2431

大晦日の３１日は、竹灯篭の点灯が幻想的な境内で、除夜の

鐘をつくことができます。そして参加者にはお寺より接待も行う予定です。また１日～３日の期間限定で普段は
見られない宝物殿（持国天立像・多聞天立像）を公開します。
■除夜の鐘 開催日時
■場所

１２月３１日（木）23：30 頃

八頭郡八頭町下門尾４６

【夢みなとタワー 新春イベント】

■宝物殿の開放期間

１月１日（金）～３日（日）

■問合せ先 成田山青龍寺 電話 0858-72-0450
地上４３ｍの夢みなとタワーから、初日の出をみよう！また９時からの通

常営業時間には、正月餅の配布、トリピーとじゃんけん大会、かに汁の振舞など、楽しい企画がいっぱいです。
≪初日の出を見よう≫１月１日（金）7：00～9：00 ※入場無料
≪新年イベント≫１月１日（金）9：00～ ※入館料必要
■問合せ先

夢みなとタワー

電話 0859-47-3800

【三徳山三佛寺の除夜の鐘と新春護摩供】

■場所

境港市竹内団地２５５－３

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.yumeminatotower.gr.jp/

大晦日の夜は三徳山の麓で除夜の鐘を鳴らし、新年の幕開け

をお祝しましょう。とちもちぜんざいの接待やおみくじ入りの干支（申）の飴も配られます。
■初護摩法

１月１日（金） 11：00～ 三佛寺内

■場所

東伯郡三朝町三徳１０１０

■問合せ先 三徳山三佛寺 電話 0858-43-2666 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.mitokusan.jp/

【新年・初日の出は河原城へ！！】

新年の初日の出を河原城で一緒にお迎えしましょう。展望台からの御

来光を拝み、清らかな空気に包まれながら一年の健康と幸福を祈願！午前６時４５分より、先着１００名様にぜ
んざいの無料配布を行います。
■日時

１月１日（金）

■場所

■問合せ先 お城山展望台河原城

【大平山 金毘羅院の初詣】

鳥取市河原町谷一木１０１１
電話 0858-85-0046

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.kawahara-shiro.com/

元旦の午前０時に１年の幸せを願う年頭の初法要があります。お参りされた

方には年頭のお札がいただけ、法要後は福引きが開催されます。また三が日は、毎日１０時と１３時に法要が
あり、ぜんざいの接待や書初め体験もできます。
■日時

１月１日（金）

■場所 倉吉市上井１

■問合せ先 大平山 金毘羅院 電話 0858-26-1526

－2－

【金持（かもち）神社の初詣】

元旦に獅子舞いの奉納が行われる

金持神社は、初詣の参拝客で賑わいます。大晦日の午後１０時から
年明けの午前２時までは、日野町観光物産館金持神社札所（売店）も
開所しています。来年の年明けは縁起を担いで参拝してみては！
■場所

日野郡日野町金持

■問合せ先 日野町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/

【中国庭園燕趙園 新春特別公演】

お正月の特別来日公演を開催！中国民族舞踊や中国雑技ショーが見

られるのは、県内でここだけです！中国獅子舞の公演や日替わりで甘酒、薬膳スープの振舞もあります。
■日時

１月１日(金）～３日（日）

※入場料必要

〔中国民族舞踊公演〕11：00～、14：00～
■問合せ先

〔中国雑技ショー〕9：30～、13：30～、15：00～

中国庭園燕趙園 （東伯郡湯梨浜町引地 565-1）

電話 0858-32-2180

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.encho-en.com/

３．鳥取のイッピン！ ～新春の工芸品～
【麒麟獅子】
江戸時代より、平和を願い舞い継がれている麒麟獅子は、お祭り
やお正月に舞う因幡地方（鳥取県東部）に伝わる伝統芸能です。こ
の貴重な風習が後世に受け継がれるよう、獅子頭の復元制作、修
理を行うとともに、ミニチュアの置物、壁掛けなども製作しています。
麒麟獅子の工芸品は、工房もしくは鳥取市内のお土産処で購入で
きます。
■場所

鳥取市湖山町北５－２１５

■問合せ先

中山工芸

電話 0857-28-5852

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.pref.tottori.lg.jp/95616.htm

【倉吉いか】
赤瓦・白壁土蔵群の町並みを歩いていると、職人さんが凧作りをしているお店があります。伝統を受け継がれて
作られている「倉吉いか」は、簡単に作れてよく揚がる凧です。なぜ「凧」ではなく「倉吉いか」なのか？もともと関
西では「いか」、「いかのぼり」と呼ばれていました。後に関東へ伝わり、関西の「いか」に対抗して「たこ（凧）」と呼
ばれるようになったようです。この店では、オリジナルの絵付けや、お子様やお孫さんの名前を入れた「出世凧」、
お店の名前を入れた「繁盛凧」の注文もできます。是非体験して世界にひとつだけの凧を製作してみてください。
■場所 倉吉市東仲町２５８６
■問合せ先

■営業時間 10：00～17：00 ※火曜日定休

■体験料 1,400円

凧工房 電話 0858-23-3453 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.apionet.or.jp/kankou/html/taiken.htm

－3－

４．蟹取県のかに情報！！
【蟹取県ウェルカニ フォトコンテスト開催中♪】
カニキャップを着用した記念写真や鳥取に関するものとの記
念写真コンテストです！グランプリに選ばれた方には「松葉
がに」や「鳥取和牛オレイン５５サーロインステーキ」などの豪
華賞品が贈られます。皆さんの投稿をお待ちしています。
≪カニキャップスマイルコンテスト≫
■応募期間

～平成２８年２月２９日（月）

■募集テーマ

○かにキャップ（既製品、手作りでも可）をかぶって記念写真を投稿
○かに（本物でも作り物でも可）と一緒に記念写真を投稿

≪鳥取ハッピーフォトコンテスト≫
■応募期間

第１回：１１月２日（月）～１２月３１日（木）
第２回：平成２８年１月１日（金）～２月２９日（月）

■募集テーマ

鳥取県の名所・グルメなどに関するものと一緒に撮影したハッピーな写真

■問合せ先

鳥取県観光戦略課 電話 0857-26-7237 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://kanitori.jp/photocon/

【はわい温泉・東郷温泉観光案内所 オリジナルイベント！！】
★温泉でほっこりニコニコキャンペーン★
はわい温泉・東郷温泉観光案内所では、蟹取県のさまざまな取組に賛
同し、期間中の毎月２日、１２日、２０日、２２日にお立寄りいただくと、ポ
ストカードが付いたかにせんべいがもらえます。また「いらっしゃいませ
～！」ではなく、「ウェルカニ～♪」と迎えられるかも！周辺には温泉宿
の他にも無料の足湯もいくつかあります。是非お立ち寄りください。
■開催期間

１１月２日（月）～平成２８年３月２２日（火）の日にち限定

■場所

東伯郡湯梨浜町はわい温泉５－２２

■問合せ先

はわい温泉・東郷温泉観光案内所 電話 0858-35-4052

５．大山の雪景色と冬のアクティビティー
【大山（だいせん）の雪景色】
「東の富士山」、「西の大山」と呼ばれる程、大山
のただずまいは美しく、日本の名峰としても上位
にランキングされる鳥取県の自然遺産のひとつ
です。新緑、紅葉、雪化粧と四季それぞれに登山
客や観光客を魅了しています。また見る方向によ
って違った姿形を見る事ができるので、この時期
限定の雪のかかった大山を是非ご覧ください。
■問合せ先

大山町観光案内所

電話 0859-52-2502
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.daisen.gr.jp/kyokai/
－4－

【大山ホワイトウォーク】
スノーシュー（西洋かんじき）を履いて、雪の大山を散策しよう。
■開催期間

１月～３月上旬 ※積雪状況による

■所要時間

約２時間 ※要予約（１４日前までに）

■料金

ガイドボランティア１名につき 2,000 円、スノーシューレンタル代（ストック込）2,100 円/１台

■問合せ先

大山町観光協会 電話 0859-52-2502

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼ http://www.daisen.jp/p/kyokai/2/ﾞ

【森の国スノーシュー】
ビギナーコースやリピーターコースなど各種コースがあります。大山を熟知したガイドと一緒なので安心して体
験できます。体験は前日までにご予約ください。
■開催期間

１月～３月上旬 ※積雪状況による

■所要時間

約３～５時間 ※コースにより異なる

■料金

ハーフデーコース 4,000 円、ビギナー/リピーターコース 6,500 円（保険料込み）

■問合せ先

森の国 電話 0859-53-8036

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.japro.com/morinokuni/

６．日野オシドリ観察
【オシドリ観察小屋】
日野町を流れる日野川には、秋から春先にかけてオシ
ドリが飛来。多いときには８００羽以上の姿を観察小屋
から間近に見ることができます。オシドリは夫婦仲が良
いことで知られ、その姿は美しく、微笑ましい光景が心
安らぐひとときを与えてくれます。日野町の鳥、また鳥
取県の県鳥にも指定されています。また、観察小屋で
はオシドリグループによるオシドリの解説も聞くことが
できます。
■料金

■期間

１１月～３月末頃

■場所

オシドリ観察小屋（日野郡日野町根雨）

無料 ※ガイド有の町並み散策は別途ガイド料がかかります。

■問合せ先

オシドリグループ事務局

電話 0859-72-0271

－5－

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.town.hino.tottori.jp/

７．交通情報
【とっとり花回廊イルミネーション無料シャトルバス】
冬のフラワーイルミネーション開催期間中、無料シャトルバスが運行します。
≪ＪＲ米子駅シャトルバス≫
■運行期間

１１月２０日（金）～平成２８年１月３１日（日） ※イルミネーション開催期間中毎日運行

■運行時間

（行き）米子駅発 16：00、18：00、19：00

（帰り）花回廊発 18：30、19：30、20：30

≪皆生温泉旅館組合 宿泊者専用シャトルバス≫
■運行期間

１１月２０日（金）～平成２８年１月３１日（日）期間中の金、土、日曜日
及び１２月１８日（金）～１月３日（日）は毎日運行

■運行時間

（行き）米子市観光センター発 16：30、19：30

■定員 ４５名（申込順）
（帰り）花回廊発 18：30、21：00

■シャトルバスに関する問合せ先 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/

【三朝温泉宿泊者限定バス】
■運行期間
■コース

広島市内と三朝温泉を結ぶ直結バス

平成２８年１月６日（水）～３月２０日(日）まで

■最少催行人員

２名

（行き）高陽⇒可部駅前⇒JR 緑井駅前⇒アストラム古市駅⇒三篠町３丁目⇒広島バスセンター
⇒広島駅⇒福山ＳＡ⇒三朝温泉各ホテル旅館
（帰り）三朝温泉各ホテル旅館⇒お菓子の壽城⇒境港おさかなセンター（昼食各自：水曜は、な
かうら）⇒江島大橋（べた踏み坂）⇒道の駅たたらば壱番館⇒可部駅前⇒高陽⇒アストラム古市
駅⇒広島バスセンター(平日：ひろしま美術館前)⇒広島駅

【皆生温泉宿泊者限定バス】

広島市内と皆生温泉を結ぶ直結バス

■運行期間

１２月５日（土）～平成２８年３月１２日(土）まで

■最少催行人員

２名

■コース

（行き）広島駅⇒広島バスセンター⇒三篠町３丁目⇒アストラム古市駅⇒JR 緑井駅前⇒高陽⇒
可部駅前⇒安佐ＳＡ（昼食各自）⇒皆生温泉各ホテル旅館⇒とっとり花回廊（１/３１まで、１２/
１５、１/１９を除く）⇒皆生温泉各ホテル旅館
（帰り）皆生温泉各ホテル旅館⇒大漁市場なかうら⇒江島大橋（べた踏み坂）⇒出雲大社（昼食
各自）⇒可部駅前⇒（行きと逆コース）⇒広島バスセンター（平日：ひろしま美術館前）⇒広島駅

≪各温泉バスに関する問合せ先≫

広交観光株式会社

電話 082-238-4930

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼ http://www.hiroko-group.co.jp/kanko/onsen/index.htm
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〔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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