１．びっくりするでぇ～！神社巡り ～寝転がって参拝！？ 琴浦町の神﨑神社編～

琴浦町にある神﨑神社は、本殿が１８５３年（嘉永６）に建築され、拝殿は１８７９年（明治１２）に完成した牛馬
の神として信仰が厚い神社です。この神社は、とても面白い参拝方法があります。それは拝殿向拝天井の龍
の彫り物を拝むため、ゴザを敷いて寝転がってみる事ができます。秋に行われた本殿屋根のふき替え工事の
際には、彫り物の中にある龍の目玉が、昔は金色だった事が判明！修復が完成した現在は、本殿の彫り物に
当時の鋭い黄金の目がよみがえっています。また新年の参拝の際にオス
スメなのが、「一年安鯛（あんたい）みくじ」です。可愛らしいフォルムの鯛
の中に、今年の運勢が書かれたおみくじが入っています。
■問合せ先 神﨑神社（東伯郡琴浦町赤碕 210） 電話 0858-55-0598
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://kanzakijinjya.com/

２．梅が綺麗に咲き乱れます♪
【野花梅渓散策ツアー】
湯梨浜町原産の「野花豊後(のきょうぶんご)」の梅林は、東
郷湖・日本海を望む景観を誇る「山陰随一の梅林」です。湖
の周りには約２，０００本の梅の木があり、３月上旬～３月
下旬頃まで特徴あるピンク色の美しい花を咲かせています。
梅渓を巡るツアーは、個人向け、団体向けとあります。
※ツアー開催は、開花状況により変わります。
≪団体向けツアー≫ ※ツアー特典：野花豊後の加工品、梅ドリンク
■催行人数

２０名～１２０名

電話 0858-35-4052

■申込受付 ７日前まで

■料金

■問合せ先

３３０円
湯梨浜町観光協会

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.yurihama.jp/kankou/tour_nokyobaikei.html

≪個人向けツアー：中国庭園燕趙園セット≫※ツアー特典：野花豊後の加工品、燕趙園の入場券、中国グッズ
■料金

７００円

■問合せ先

中国庭園燕趙園

電話 0858-32-2180

≪個人向けツアー：中国風呂龍鳳閣セット≫ ※ツアー特典：中国風呂入浴、タオル無料
■料金

７００円

■問合せ先

龍鳳閣

電話 0858-32-2622
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【河原城と梅の花】
秀吉も陣を築いた丸山砦跡にそびえ建つ鳥取市の河原城。館内は町の
魅力を紹介するオモシロ情報館になっており、４階のパノラマ展望台から
は、四季折々の絶景が臨めます。夜はライトアップされ、まさに天空に浮
かぶ城。城の周辺の河原中央公園には、約８００本の梅の木が植えられ、
梅林公園として整備されています。梅の花は、２月上旬から咲き始め、３
月いっぱいご覧いただけます。
■問合せ先

お城山展望台河原城（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/

３．イベント情報
【智頭宿雪まつり】
冬の雪景色も魅力的な智頭宿。雪降るまちの心温まる祭です。昼間は各種イベントや地元特産品の販売など
でにぎわい、夕方からは雪灯篭や手作り提灯が点灯され、まち全体が幻想的な灯りに包まれます。
■日時

平成２８年２月６日（土） 10：00～21：00

■場所

智頭宿一円（智頭町大字智頭）

■問合せ先 (一社)智頭町観光協会 電話 0858-76-1111

【三徳山三佛寺節分会 】
日本遺産に認定された三徳山三佛寺の節分行事。毎年２月３日の節分の日に鬼払い、厄払いとして祈願し、
本堂でお焚きあげを行い、疫鬼を駆逐し福神を招き寄せ「魔(マ)を滅(メ)」する福豆を参拝者に配布します。
■日時

平成２８年２月３日（水）

■問合せ先

三徳山三佛寺

■場所

三徳山三佛寺（東伯郡三朝町三徳）

電話 0858-43-2666

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.mitokusan.jp/sanbutsuji.html

－2－

【第９回姫路公園かまくら祭】
雪が積もった姫路公園でおもいっきり遊ぼう！マイかまくら作りに雪だるま作り、ソリ遊び、雪のゲームなど各
種イベントも盛りだくさんです。かまくらの中でお餅やみかんを七輪で焼いて食べることもできます。
■日時

平成２８年２月２１日（日）、２７日（土）、２８日（日）

■入場料 大人 500 円、小学生以下無料

■場所

八頭町姫路 安徳の里姫路公園（八頭郡八頭町姫路）

≪姫路公園 かまくら作りコンテスト≫
■開催日時

平成２８年２月２１日（日） 10：00～

■募集内容

先着１０チーム※１チームの人数制限なし

■参加費

2,000 円/１チーム

■申込方法 八頭町観光協会ホームページに掲載の申込書に記載の上、２月１５日（月）までに FAX 受付
■問合せ・申込先

八頭町観光協会

電話 0858-72-6007

FAX 0858-73-0970

【もちがせ流しびな】
流しびなは男女一対の紙雛を桟俵にのせ、菱餅や桃の小枝を添えて、無病息災を祈り千代川に流す伝統行
事です。昭和６０年には、県無形民俗文化財に“もちがせの雛送り”として指定されており、毎年多くの観光客
で賑わいます。流しびなの他にも、お茶席や町中に飾られた雛飾りを見て散策するのも楽しいです。
■開催日

平成２８年４月９日（土） ※毎年、旧暦の３月３日に行われます。

■開催場所

もちがせ流しびなの館周辺 （鳥取市用瀬町別府 33－3）

■問合せ先

もちがせ流しびなの館

電話 0858-87-3222

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://nagashibinanoyakata.jp/

【六年に一度の祭り！諏訪神社式年 第４０回柱祭り】
６年ぶりに諏訪神社の四本柱の時期がやってきます。およそ２００余年続く、県指
定無形民俗文化財のこの祭典は、山から神木の杉丸太が「御柱」として切り出さ
れ、総勢約６００名の担ぎ手により、町内を練り歩きます。
■日時

平成２８年４月１７日（日）

■場所

智頭町内一帯（八頭郡智頭町智頭）

■日程

山入：午前３時、町入：午前８時、宮入：午前１０時３０分

■問合せ先

(一社)智頭町観光協会

電話 0858-76-1111
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４．買い食いグルメの旅 ～中西部を巡るコロッケ編～
寒くなってきたこの季節。旅のお供
はあったかい「コロッケ」にしませ
んか♪今回は、鳥取県中西部の
できたてホヤホヤのご当地コロッ
ケや自宅でも楽しめるお土産コロ
ッケを買って食べるコースと周辺
の観光地を御紹介します。

【１】倉吉市代表

かにコロッケ

-スウィートランドＴＡＫＡＲＡ－

お菓子の工場見学も出来る製造直売のこの店では、ズワイカニが入った揚
げたての「かにコロッケ」（１個￥１００）が購入できます。ドライブの途中に立
寄って、できたてほかほかを食べてみてください。
■営業時間

9：00～17：30 ※年中無休（都合により休業する場合有）

■問合せ・販売場所

スウィートランドＴＡＫＡＲＡ
（倉吉市関金町関金宿 2913）

電話 0858-48-7070

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.sweet-takara.com/

≪最寄りの観光地≫ 関金温泉、倉吉白壁土蔵群・赤瓦、鳥取二十世紀梨
記念館なしっこ館、打吹公園、道の駅犬挟

⇓

車で 30 分

【２】北栄町代表

たまごコロッケ －天ころ屋－

由良駅から２００ｍ程の所にある、地元で有名な揚げもの屋さんです。
サクサクの衣の中から、茹で卵をつぶした具がたっぷり入った甘みの
ある味付けの「たまごコロッケ」。１個￥１００とお財布にも優しい価格
です。 ■営業時間
■問合せ・販売場所

10：00～19：00 ※不定休
天ころ屋（東伯郡北栄町由良宿806－1）
電話0858-37-4110

≪最寄りの観光地≫ 青山剛昌ふるさと館、北条オートキャンプ場、道の駅大栄、道の駅北条公園

⇓

車で 15 分

【３】琴浦町代表

すり身のコロッケ！？－高塚かまぼこ店－

琴浦町でコロッケと言えば、小判型にした魚のすり身にパン粉を付
けて揚げたもの。タラをベースに玉ねぎなどの野菜を混ぜ、隠し味
に「一味唐辛子」が入っています。コロッケ（１個￥１００税込）は、
店内で２度揚げしてもらえるので、熱々をいただけます。
■営業時間

7:30～18:00 ※時期により19:00営業

■定休日なし
■問合せ・販売場所

高塚かまぼこ店

（東伯郡東伯町八橋162）電話0858‐52‐2717
－4－

≪最寄りの観光地≫ 鳴り石の浜、塩谷定好写真記念館、ポート赤碕、物産館ことうら、神﨑神社、光の鏝絵

⇓

車で 30 分

【４】大山町代表

Ｍコロくん －Ｍマート－

大山をイメージした三角形の、スナック感覚で食べられるコ
ロッケ。第１弾はホクホクのポテトに、大山町産白ネギと地
元「塩谷麹味噌」の名和味噌を丹念に練りこんだ「ねぎ味
噌」味は、素材の濃厚な甘みが白いごはんと相性抜群。
第２弾は、地元「白バラ牛乳」で作ったホワイトソースと大山
町特産のブロッコリーを使った「ホワイトソース」味。ブロッコ
リーと角切りベーコン、チーズが口の中で踊り出します。
■営業時間

（３月～１１月）9：00～20：00 、（１２月～２月）9：00～19：30
※定休日 １月１日、２日

■問合せ・販売場所

スーパーマーケットＭマート（西伯郡大山町所子261- 8）
電話0859-53-3131

≪最寄りの観光地≫ 大山、むきばんだ史跡公園、お魚センターみくりや、道の駅大山恵みの里、白鳳の里

⇓

車で 40 分

【５】境港市代表

カニグラタンコロッケ－みなとまち商店街－

大山の牛乳をたっぷり使用したマカロニ入りクリームに、境港産紅
ズワイガニの身を配合。衣は焙焼式の生パン粉でサクサクの食
感です。８０ｇの大きいサイズが６個入りで４４２円。日本経済新聞
の「揚げたら即ごちそう取り寄せコロッケ」でも堂々の第３位に選
ばれた「北陽冷蔵株式会社」の逸品です。揚げたてをその場で食
べていただける実演販売も好評実施中！（土日祝のみ）是非お土
産としてお買い求めください。
■営業時間

9：00～17：00 （10月～3月）、9：00～18：00 （4月～9月）

■問合せ・販売場所

物産観光センターみなとまち商店街

※第２水曜定休日（境港市竹内団地255-3） 電話0859-47-3710
≪最寄りの観光地≫
夢みなとタワー、水木しげる記念館、海とくらしの史料館、江島大橋、皆
生温泉、境港さかなセンター、大漁市場なかうら

５．蟹取県のかに情報！！
【かにカニ日帰りエクスプレス】
手軽にカニ料理を満喫いただける列車での日帰りプラン！カニ料理を楽しみたいけど、泊まる時間がなくて！
という方にオススメです。ご旅行の方面によってプレゼントや特典もあり、予算に合わせてプランも選べます。
皆生温泉、三朝温泉、はわい温泉、鳥取温泉とセットでお楽しみください。
■問合せ先 JR 西日本

電話 0088-24-8383

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ https://www.jr-odekake.net/plan/kanikani/
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６．冬はお得に！ミュージアム・ネットワーク加盟店をラリーしよう♪
県内の博物館、美術館を訪
れる際に利用したいお得なサ
ービスがあります。鳥取県ミュ
ージアム・ネットワークに加盟
している施設の会員証、年間
パス、入場券などを持参して
他の加盟館に入館すると、記
念品の進呈や入館割引等の特典があります。詳しくは、ホームページをご覧ください。
■問合せ先

鳥取県立博物館 電話 0857-26-8042 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://site5.tori-info.co.jp/p/museum/link/1/

７．「２０１６倉吉白壁土蔵群 卓上カレンダー」を限定販売中！
県中部にある「倉吉白壁土蔵群」の水彩画卓上カレンダーが発売中で
す。倉吉市内に在住の水彩画作家、林本豊（はやしもとゆたか）氏が描
いた優しく懐かしさを感じるイラストのカレンダーです。
■価格

５５０円（税抜き） ※限定５００個（なくなり次第終了）

■販売場所

倉吉白壁土蔵群観光案内所、ＪＲ倉吉駅観光案内所、

くらよし駅ヨコプラザ、赤瓦一号館、鳥取県庁売店、倉吉市役所売店他
■問合せ先

倉吉観光マイス協会

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

電話 0858-24-5371

http://www.apionet.or.jp/kankou/

８．交通情報
【この季節の旅は、観光タクシーがオススメ！】
冬の季節に観光の足としてオススメなのが、観光タクシー。運転手さんは鳥取市の観光地を熟知した「鳥取観
光マイスター」、定番観光地の砂丘を周るコースや、地元の新鮮鮮魚や特産品を買物できるコースなどが、通
常のタクシー使用よりも格安で楽しめます。人数も少人数からジャンボの９人乗りまであるので、ご家族や友人
同士の旅に最適です。
■発着地

鳥取駅、鳥取砂丘コナン空港

■問合せ先・申込先

鳥取市観光案内所

電話 0857-22-3318

平成２７年１２月２４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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