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１．鳥取歳時記  各種イベント情報は、『とっとり旅の生情報』のイベントカレンダーをご覧ください。 
 

 

 

 

 

 

 

 

４月９日 もちがせ流しびな行事 鳥取市

４月１６日～ 砂の美術館　第９期展示開幕 鳥取市

４月１７日 諏訪神社 柱祭り 智頭町

４月１７日 桜ずもう 倉吉市

５月３、４日 三朝温泉 花湯まつり 三朝町

５月２８日 紫燈護摩大祭 若桜町

６月４日 雨滝滝開き 鳥取市

６月４、５日 大山夏山開き 大山町

７月 水郷祭 湯梨浜町

７月２６日 みなと祭 境港市

７月２７、２８日 波止のまつり 琴浦町

８月６、７日 倉吉打吹まつり 倉吉市

８月６、７日 米子がいな祭 米子市

８月１３日～１５日 鳥取しゃんしゃん祭り 鳥取市

８月７日 隼駅まつり 八頭町

８月１７日 江尾十七夜 江府町

１０月 三徳山炎の祭典 三朝町

１０月 大山紅葉まつり 大山町

１０月 蛸舞式神事 伯耆町

１０月 境港水産まつり 境港市

１１月 ハイカラ市 智頭町

１１月 とっとり花回廊イルミネーション 南部町

１１月２３日 全国柿の種吹きとばし大会 南部町

１１月下旬 松葉がにの日 鳥取県内

１月中旬 酒津のトンドウ 鳥取市

２月 智頭宿雪まつり 智頭町

２月 西日本雪合戦大会 若桜町
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２．観光パスポート「トリパス」がこの春も登場！ 
 

ハガキサイズのトリパスには、県内各施設の割引や特典情報、スタンプラリー企画が

掲載されています。対象施設でトリパスを提示すると、各優待特典が受けられ、その

数は１００以上。また、ご当地ソフトクリームやアイスクリームを食べ、スタンプを集め

て応募すると、宿泊券など豪華賞品が抽選で当たる「ひんやりデザートスタンプラリ

ー」を実施します。 

■設置場所 （県内）観光案内所、道の駅、観光情報、宿泊施設など 

           （県外）鳥取県東京本部、鳥取県関西本部、鳥取県名古屋代表部ほか 

■利用期間  ４月１６日（土）～９月３０日（金）  

■問い  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/ 

 

 

３．びっくりするでぇ～！神社・寺巡り   

         ～大山町 住雲寺編～ 
 

大山の麓にある住雲寺。正式名称は「仏通山住雲寺

(ぶっつうざんじゅううんじ)」で、今から約６００年前、こ

の地にゆかりの後醍醐天皇や名和長年などが活躍し

た南北朝時代の建武元年に建立され、本尊は聖観世

音菩薩。また住雲寺は別名「ふじ寺」と呼ばれ、花の

房が六尺(1.8m)まで垂れ下がる「六尺フジ」という品種

の大変珍しい藤が５月上旬に咲き乱れます。ゴール

デンウィークには茶席などを用意し、恒例の「藤まつり」で観光客をもてなします。  

■場所  西伯郡大山町古御堂 513  電話 0859-54-3327  ■駐車場  普通車１００台、大型バス駐車可 

■問い  大山町観光協会 電話 0859-52-2502    
 

≪大山といえば山ですが…実は漁港もあるんです！！！≫ 

大山の御来屋には、水揚げ３時間以内の鮮魚が並ぶ水産物直売所と地魚が食べられる食事処『恵比須』があり

ます。御来屋漁港は、定置網、刺し網による漁の他、貝類も豊富に獲れ、特にサザエは県下一の漁獲量を誇る

港の顔です。 

■定休日  火曜日    ■営業時間  鮮魚直売所 9：00～16：00、食事処 11：00～14：30   

■問い    おさかなセンターみくりや （西伯郡大山町御来屋漁港前） 電話 0859-54-5511  

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.daisen.jp/p/kankou/4/umigawa/46/             
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４．最新情報・イベント情報 
 

【砂丘でパラグライダー ３０周年！】 

鳥取砂丘はアクティビティーが充実しているのも魅力のひとつ。当スクールは、日本

にパラグライダーが入ってきた年から砂丘で始まり、今年３０年を迎えます。これに

感謝し、参加者全員に記念グッズをプレゼント（写真のどちらか１つ）します。広大な

砂丘で、子どもから大人まで、安全にお楽しみいただけるパラグライダーを是非体

験してください。 

■問い・申込み  ゼロパラグライダースクール  

電話 0857-29-9098  ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.zero-para.co.jp/ 
 

【三朝温泉鉱泥湿布】 

鉱泥湿布は温泉を使って８０度に温めた泥をタオルにくるみ、３０分程患部にあてて温める湯治療法のひとつで

す。今年で４年目となる無料体験は、三朝温泉の宿に宿泊した方が対象で体験していただけます。高濃度のラ

ドンを含む世界屈指の放射能泉である三朝温泉で、是非体験してください。 

■実施期間  ４月４日（火）～平成２９年３月３１日 ※除外日 土、日、祝日、年末年始 他 

■体験人数  １日１２名まで   ■体験料金  無料      

■問い  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/  
 

【ホーエンヤ祭】 

「ホーエンヤ」とは「奉曳（ほうえい）」の意味で、今から１２５０年ほど

前、遣唐使として唐に渡った吉備真備公が帰国途中に遭難して賀

露沖の鳥ヶ島へ漂着したのを、賀露の住民たちがイカダを組んでお

助けしたという故事に由来しています。２年に１度開催される賀露神

社のお祭りで、鳥取県指定無形民俗文化財に指定されています。

祭りは、みこしや神官、獅子、武者行列など、約２００人位が船に乗

って千代川を下るもので、地域住民は年齢に応じて役割が決めら

れており、それぞれの役を段階的に経験して、ようやく一人前の氏子として認め

られるという通過儀礼でもあるようです。 

■開催日  ４月２９日（金・祝） 午後    

■場所  賀露神社周辺（鳥取市賀露町北 1-21-8） 

■問い  賀露神社  電話 0857-28-1514   

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://karojinjya.jp/index.php 
 
 
５．交通情報 

【高速バス 鳥取出雲線 （オオクニヌシ号） 】 

鳥取駅と出雲市駅を結ぶ高速バスが、３月１６日より運行開始しました。 

■所要時間   ３時間２５分   ■停車駅  米子駅、松江駅、玉造、宍道   

■料金  3,600 円（鳥取～出雲間）、3,200 円（鳥取～宍道間）、3,000 円（鳥取～玉造間）、2,800 円（鳥取～松

江駅間）、2,000 円（鳥取～米子駅間） ※小人は半額 

■問い・申込み  日ノ丸自動車（株） 電話 0857-30-7710  

（受付時間 9：00～17：00 ※年中無休） ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.hinomarubus.co.jp/kousoku_rosen/kousoku_10.html 
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６．買い食いグルメの旅  ～豆腐編～ 

【１】鳥取市代表   -雨滝豆腐－ 

１００％鳥取県産の大豆と、山奥の源泉近くから得た水を使用し、

独自の生しぼり製法で作った豆腐。ここでは、できたての豆腐のほ

か、湯葉しゅうまいや豆腐たこやき、豆乳ドーナツなど、さまざまな

豆腐料理が味わえます。また季節限定のメニューもあります。 

■営業時間  10：00～17：00 

 (冬季は～16：00 ※定休日なし、ただし悪天候等で休業の場合有）   

■問い  豆腐料理あめだき  電話 0857-58-0231  ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://amedaki.jp/fuyu.html  

≪最寄りの観光地≫ 雨滝 

平成２年に日本の滝百選に選定された鳥取県一の大飛瀑の雨滝。 

扇ノ山から流れ出す袋川にかかる落差４０m の滝で、原生林に囲まれた中、水が

流れ落ちる姿は迫力満点です。周囲にも大小４８もの滝があると言われ、いずれも

自然のままの滝を見ることが出来ます。 

雨滝 滝開き祭  ６月４日（土） ※毎年６月の第１土曜日に開催 

■問い 鳥取市国府町総合支所 電話 0857-39-0560 
   

   ⇓ 車で 1時間 30分   
【２】三朝町代表   －三徳豆腐－ 

素朴な味覚が味わえる山菜料理店の豆腐。１００年以上の歴史を持

つ豆腐は、三徳山の清らかな水と国産の大豆を１００％使用。山に入

って捜し歩いた山菜の料理も味わえます。三徳豆腐の食べ方は、特

製のわさび漬を乗せて好みで醤油をかけて食べるのが定番です。 

■営業時間  9：00～17：00 ※不定休（２～３月は要予約）   

■問い  谷川天狗堂（三朝町三徳９９８）電話 0858-43-2663    
  

≪最寄りの観光地≫三徳山三佛寺投入堂 （東伯郡三朝町三徳１０１０） 

三徳山三佛寺は標高９００ｍの三徳山に境内を持つ山岳寺院です。その

奥院である投入堂は垂直に切り立った絶壁の窪みに建てられた他に類

を見ない建築物で、国宝に指定されています。毎年４月１日に三徳山慶

雲入峰修行（三徳山御山開き）として、諸堂で法要が行なわれ、入山致し

ます。  ■問い 三徳山三佛寺投入堂 電話 0858-43-2666 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.mitokusan.jp/ 
 

≪最寄りの観光地≫ 三朝温泉 （東伯郡三朝町三朝） 

三朝のお湯は、高濃度のラドンを含む世界屈指の放射能泉です。体に浴

びると新陳代謝が活発になり、免疫力や自然治癒力が高まります。これが

自慢の『ホルミシス効果』です。三徳山と共に日本遺産に登録された三朝

温泉周辺は、多彩な観光名所も点在しており、町歩きもおすすめです。 

■問い 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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   ⇓ 車で 1時間  

【３】米子市代表  －名水豆腐－  

名水百選の「天の真名井」や「本宮の泉」

など多くの名水が存在する淀江。大山か

ら湧き出た名水を使った名水豆腐や豆乳、

古代人も食したという「どんぐり料理」など

特産品を食べたり、買ったりできます。名

水豆腐は毎日生産していますが、特に人

気の「おぼろ豆腐」は売切れ御免の逸品

です。 

■問い  白鳳の里（米子市淀江町福岡 1548-1） 電話 0859-56-6798 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.hakuhou.jp/ 

 

≪最寄りの観光地≫ 天の真名井（あめのまない） （米子市淀江町高井谷４７） 

名水百選のひとつで、山陰を代表する名水。日量２、５００トンの湧水を誇り、蕩々と湧くクリアな水は、生活用

水、農業用水、ニジマス養殖など地元民の生活に欠かせないものとなっています。カヤ葺きの水車小屋などの

景勝もすばらしく、清流と緑豊かな景色、どこか懐かしい風情は訪れる人々に潤いとやすらぎを与えています。 

■問い  米子市観光協会 電話 0859-37-2311  

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.yonago-navi.jp/    
 
【４】－番外編 倉吉市代表－  「豆腐作り体験」  ≪団体向けメニュー≫ 

豆腐を作る工程途中でできる豆乳を試飲したり、豆腐を作る体験です。 

■催行人数  ５名～２０名    ■所要時間  約３時間   ■体験料金  1,300 円/１人 

■体験場所  ＪＡ関金あぐりふれんず加工所（倉吉市関金町） 

■問い・申込み  倉吉市商工観光課  電話 0858-22-8158 
 

【豆知識】  鳥取のおいしい♬  －どんどろけ飯－  

「どんどろけ」とは方言で「雷」のこと。豆腐を炒める「バリバリ

バリッ」という音が雷鳴のように聞こえることから名がついた、 

鳥取県東部から中部地域にかけて食べられる郷土料理です。 

ニンジン、ゴボウ、ネギなどの旬の野菜と豆腐に干ししいたけ

や油揚げを入れた炊き込みご飯が主流で、鶏肉を入れてもお

いしいです。 

■問い 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/178220.htm 
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７．タンデム自転車に乗ってみよう♪  
 

鳥取県内の一部自転車道で走行可能となった「タンデム自転車」の無料レンタ

ルが３月１日、県東中部でスタートしました。「タンデム自転車」はハンドルとサド

ル、ペダルが前後に２組ある２人乗り用自転車です。視覚に障がいのある方な

ど、これまで１人では自転車に乗れなかった方でも、前席の運転者と共に自転

車で風を切る爽快感を味わうことができます。是非体験してみてください。  

※利用中やメンテナンスにより貸出しできない場合がありますので、事前にお

問合せください。 

■貸出料金      無料 （※最大３日まで、各施設１台ずつ所有） 

■走行可能場所   鳥取河原自転車道の一部（８．６km）、倉吉東郷自転車道の一部（５．４ｋｍ） 

■問い・申込・貸出場所  県立鳥取産業体育館 （鳥取市天神町５０－２） 電話 0857-24-2815 

                 県立倉吉体育文化会館 （倉吉市山根５２９－２）  電話 0858-26-4441 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.pref.tottori.lg.jp/146873.htm （鳥取県警察本部 タンデム自転車の走行について） 

 

 

８．とっとりをまるごと体験 
 

【らっきょう堀り体験】  

鳥取といえば『らっきょう』！実は鳥取砂丘のそ

ばにらっきょう畑があるのをご存知ですか？その

らっきょう畑（ここも鳥取砂丘の一部なんです！）

で、この時期限定のらっきょう掘り体験ができま

す。広大な砂地から眺める日本海も素敵です。 

≪個人向け体験≫ 

■開催期間   ６月２０日頃～７月５日頃 

■所要時間   約１時間   

■定員  １日１０名まで 

■体験料金   2,500 円/１人（予定） ※農家秘伝の漬け方レシピ付き 

■問い・申込み 鳥取砂丘情報館サンドパルとっとり  電話 0857-20-2231  

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://site5.tori-info.co.jp/p/sakyu/rakukyodaigaku/exp/yuyama01/  
 

≪団体向け体験≫ 

■開催期間   ５月２５日頃～６月末まで   ■体験時間  ８：３０～１７：００  ※所要時間  約３０分 

■体験料金   1,000 円 ※昼食代は別    ■催行人数  １０人～ 

■問い・申込み 鳥取砂丘会館  電話 0857-22-6835  ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://sakyu.gr.jp/ 

 

平成２８年３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…〕 
  
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。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定期的にお届けします。複製・転載可です(一部画像を除く)。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。バックナンバーは、ホームページよりご覧ください。 
 
〔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  

  鳥取県の観光情報ホームページ → とっとり旅の生情報  http://www.tottori-guide.jp/ 

 


