１．『ワールドウォークフェスタ in Tottori』を楽しむ！
県内中部地区を中心に「ワールドトレイルズカンファレンス鳥取大会２０１６」が１０月１４日～１７日、日本初開催さ
れます。その中で注目したいイベントが、「ワールドウォークフェスタ in Tottori」です。大自然を肌で感じながら、観
光地を巡り歩き、地元の美味しい食を堪能！なんとも贅沢なウォーキングイベントです。家族で気軽に参加できる
４ｋｍのコースから、じっくり楽しむ１８ｋｍのコースまで９種類から選べ、見どころや距離も様々です。
■ワールドウォークフェスタ in Tottori 開催日

１０月１５日（土）、１６日（日）

■参加料金 [事前申込]２日間：1,500 円/一般、1,000 円/高校生以上 １日：1,000 円/一般、500 円/高校生以上
[当日申込]１日：1,200 円/一般、700 円/高校生以上

※中学生以下無料、ノルディックポール無料貸出

■申込方法 直接申込、郵便振替申込、インターネット申込
■問い

大会運営事務局（ＮＰＯ法人未来） 電話 0858-27-0101

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.walkingresorttottori.org/

≪コース紹介≫
【潮風を感じる「琴ノ浦コース」 7.0km】
１８０度の水平線を眺め、心地よい潮風と波の音に癒やされ
ます。豊かな大地と水から生まれる牛骨ラーメン、スイーツな
どのグルメを堪能しながら、至福の時間を過ごしませんか。
■開催日 １０月１５日

■定員 ９００人

■特典 抽選会、ヨガ体験、琴浦の水、観光ガイド付他

【東郷湖と馬ノ山を巡る道ウォーク 18.0km】
中国庭園「燕趙園」をスタートし、山陰最古最大級の馬ノ山古墳群や橋津藩倉で歴史を満喫。また馬ノ山展望台か
ら北に日本海、南に東郷湖を眺望できる風光明媚なコースです。東郷湖周辺の無料足湯も魅力的です！
■開催日 １０月１６日

■定員 ３００人

■特典

しじみ汁無料配布、ゆりはまの温泉施設無料入浴券他

【打吹山・赤瓦ウォーク 5.7km】
打吹山とその麓に広がる倉吉の古い町並みの歴史をたどって巡るコース。森林浴と史跡探訪の両方楽しめます。
■開催日 １０月１５日

■定員 ３００人

■特典 倉吉銘菓、手作りイタリアン軽食、観光ガイド付他
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２．まちぶら♪

～南部町エリア編～

【１】山陰一の絶景！母塚山（はつかさん）からの眺望
山頂付近に観音像が建てられている母塚山。展望台にはベンチ
があり、大山や弓ヶ浜半島が見られる最高のロケーションです。
天気の良い日は、展望台でお弁当を食べるのもオススメです。
■場所

西伯郡南部町福成

■問い

南部町観光協会 電話0859-30-4822

⇓

車で約 15 分

【２】よみがえりの地「赤猪岩神社（あかいいわじんじゃ）」に参拝
南部町は、大国主命（オオクニヌシノミコト）が因幡の白兎を救った帰り道に、兄神たちの嫉妬から真っ赤に焼けた
大岩を受け止めようとして焼き潰され絶命した後、見事生き返った地。その大岩が祀られているのが、赤猪岩神社
です。現在は再起を願って多くの参拝客が訪れています。
■場所

⇓

西伯郡南部町寺内 232 ※駐車場有（大型バス可）

■問い 南部町観光協会 電話 0859-30-4822

車で約 15 分

【３】日本最大級のフラワーパーク「とっとり花回廊」
年中四季折々の花を楽しむ事ができるフラワーパーク。８月６日～８月２８日は、夜の庭園をライトアップする
「夏のムーンライト」、９月２４日～は真っ赤なサルビアのじゅうたんやコスモスなどを楽しむ「オータムフェスティ
バル」が開催されます。また冬には、毎年好評の１４０万球の輝き「フラワーイルミネーション」が開催！
≪先出情報：冬のフラワーイルミネーション≫
■開催日時

１１月１１日（金）～１月３１日（火） 17：30～21：00 ※休園日 12/6、20、1/10、24

■打上花火

期間中の金、土、日曜日、祝日と１２月２３日～１月３日は毎日

■場所・問い

とっとり花回廊（西伯郡南部町鶴田 110）

電話 0859-48-3030

⇓

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.tottorihanakairou.or.jp/

車で約 25 分

【４】法勝寺焼（ほっしょうじやき）松花窯（しょうかがま）で陶芸体験
味わい深い色と形で落ち着きを与えてくれる法勝寺焼。作品を購入でき
る直売所がある他、自分だけのオリジナル作品を作ることができます。
■体験料
■所要時間

3,000 円/１人 ※焼成込、小学生以下は 2,000 円
60 分～90 分

■可能人数

１５名まで ※要予約

■場所・問い 松花窯（西伯郡南部町落合 275）

電話 0859-66-2052
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打上時間 19：00～

まちぶら♪
～南部町エリア編～

⇓

車で約 7 分

【５】夏は緑水園（りょくすいえん）でキャンプ場、バンガローもある宿泊施設に泊まろう
名前の通り深い緑色の湖「緑水湖」の周りには、大山が望めるオートキャンプ場や木の香り漂うバンガローが
あり、湖をボートで遊んだり、斜めに傾いているミステリータワーのある森の学校があったり、家族旅行だけで
なく、各種研修等にも活用していただけるレジャー体験施設が整っています。
■休館日

毎月第１、３火曜日及び年末年始

■駐車場

１００台 ※大型バス停車可

■場所・問い 緑水園（西伯郡南部町下中谷 606） 電話 0859-66-5111
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.town.nanbu.tottori.jp/ryokusuiko/

⇓

徒歩で約 1 分

【６】祐生（ゆうせい）出会いの館で版画の世界に浸る
緑水園の隣にあるこの施設では、孔版画家・板祐生（いたゆうせい）の作
品と、祐生が集めていた郷土玩具や貴重なポスター、ラベルなどの膨
大なコレクションが楽しめます。
■休館日

毎週火曜日

■入館料

一般 300 円、高校生及び大学生 200 円、中学生以下無料

■場所・問い

祐生出会いの館（西伯郡南部町下中谷 1008）

電話 0859-66-4755

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.town.nanbu.tottori.jp/kyokai/tenji/

【番外編】ザリガニを釣って、食べる！？
タガメやカスミサンショウオなどの希少な水辺の生き物たちの保全保護の為、アメリカザリガニを捕獲し駆除活動
をしています。ザリガニを釣って、食べる！？なんともドキドキする体験を是非ご家族で！
■参加費

５００円/１人 ※当日現金で支払

■開催日

６月～１０月の毎週木曜日

■開催時間
■問い

〔午前の部〕10：00～

■所要時間

約２時間

■定員

各回９名まで

〔午後の部〕14：30～※9、10 月、16：30～※6 月～8 月

もりまきフィールドネットワーク：桐原

電話 090-7976-3957
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３．イベント情報
【とっとりバーガーフェスタ２０１６】
おいしいだけでは優勝できない！地域色豊かなご当地バーガー日本一決
定戦が今年も大山で開催されます。
■鳥取県予選：８月２７日（土） 会場：植田正治写真美術館前（西伯郡伯耆町須村 353-3）
■全国大会：１０月９日（日）、１０日（月・祝） 会場：大山寺、博労座駐車場（西伯郡大山町大山）
■問い とっとりバーガーフェスタ実行委員会事務局 電話 080-1923-5756 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.tottori-bf.jp/

【第３回『全国民泊マラソン』ｉｎ智頭町】
訪れる人がほっとできる癒しのまちとして、町内にある４５軒の家庭が民
泊を受け入れ、田舎らしいおもてなしで心温まる時間を提供しています。
全国民泊マラソンは、そんな民泊の良さを体験していただこうと始まりま
した。大会１日目は、森林セラピーなどを体験、２日目のマラソンは、町
内を１周する起伏に富んだ約３０km のコースを走り、古くからたたずむ
町並みや秋の準備を進める里山の風景を楽しみ、地域の人々と交流を図りながらゴールを目指します。
■開催日

９月２４日（土）、２５日（日）

■募集定員

３０ｋｍコース（町外者）１０２名（町民）２０名、

５ｋｍコース（町民限定）５０名

■募集期間

６月１４日（火）～８月１５日（月）※定員に達し次第締切

■問い 全国民泊マラソン実行委員会事務局（智頭町 山村再生課内）

電話 0858-75-3117

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://cms.sanin.jp/p/chizu/sanson_saisei/1/5/6/

【第３３回境港水産まつり】
毎年１０月の第２日曜日に開催。境港で水揚げされた新鮮な魚やカニを求
めて、県内外から大勢の買い物客で賑わう、年に１度の一大イベントです。
卸市場周辺一帯が歩行者天国となり、所狭しと出店者でにぎわい、安心・安
全・新鮮をモットーに鮮魚や加工品が水産まつり特別価格で販売されます。
魚食普及のため行われる無料試食ふるまいコーナーは、毎年大人気です。
■開催日 １０月９日（日）

■場所 境港市昭和町（魚市場周辺）

■問い 境港水産振興協会 電話 0859-44-6668

４．交通情報
【鳥取らく～だバス】
三朝、はわい東郷の県中部の温泉地を発着して、魅力満載の観光地をらく～に巡るお得なバスツアー。
■運行期間 １０月２日（日）～平成２９年３月２６日（日）の毎週日曜日※１月１日を除く
■コース 三朝温泉⇒はわい・東郷温泉⇒倉吉駅⇒二十世紀梨記念館⇒河本家住宅
⇒梅津酒造見学⇒昼食（牛骨ラーメン）⇒鳥取砂丘⇒砂の美術館（1/8～か
にっこ館⇒鳥取砂丘に変更）⇒鳥取駅⇒鳥取空港⇒はわい・東郷温泉⇒三
朝温泉⇒倉吉駅
■料金

大人 4,000 円、小学生以下 3,000 円 ※入館料、見学料、昼食代を含む

■催行人数

１名～４３名 ※要予約、出発日前日の１７時まで受付

■申込

農協観光鳥取支店

電話 0857-26-0602

■問い

（一社）鳥取中部観光推進機構

電話 0858-24-5024
－4－

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ https://tottori-iyashitabi.com/

【鳥取因幡Ｇバス～Genfukei コース～】
昔どこかで見たような…そんな原風景を列車やバスから眺め、観光地をまわります。
■運行期間

１０月９日（日）～１２月１８日（日）の毎週日曜日

■コース 鳥取駅（9：30 発）⇒郡家駅⇒若桜駅、駅構内⇒不動院岩屋堂⇒昼食
⇒フルーツ狩り⇒買物⇒砂の美術館、鳥取砂丘⇒鳥取駅（16：30 着）
⇒鳥取砂丘コナン空港（17：00 着）
■料金

大人 4,000 円（中学生以上）、こども 3,000 円（３歳～小学生）

■最少催行人数
■問い

２名

※要予約、出発日前日の１７時まで受付

（一社）鳥取市観光コンベンション協会 電話 0857-26-0756

【パーク・アンド・バスライドの実施】
紅葉シーズンの大山環状道路渋滞緩和のため、今年もマイカー規制とシャトルバスの運行を実施します。出店
やウォーキングイベントなども企画していますので、車を降りて雄大な大山のブナの森をご堪能ください！
■実施日

１０月２９日（土）

■交通規制

〔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〕7：00～18：00

■シャトルバスの運行

〔規制車両〕マイカー、オートバイ

〔区間〕奥大山スキー場～大山寺まで（１３．５ｋｍ）※今年はみるくの里を経由します。
〔運行時間〕7：30～17：00
〔乗車料金〕500 円

■問い 鳥取県西部総合事務所

※約 15 分間隔で運行

※１日フリー、途中乗り降り自由

電話 0859-31-9721

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.pref.tottori.lg.jp/250429.htm

５．とっとりをまるごと体験
【そば打ち体験 －鳥取市鹿野町－】
そば打ち名人の指導のもと、「水まわし」「こね」「延ばし」「麺
切り」を行い、ざるそばとしてお召し上がりいただけます。
■体験料金 一鉢 2,160 円（税込） ※１鉢を２人以上で打つ
場合は、２人目から２１０円の体験（１鉢４人まで）
■体験時間

午前の部 10：00～、午後の部 14：00～

※所要時間は約１時間３０分
■体験人数

１～６０名まで ※２日前までに要予約

■場所・問い 鹿野そば道場（鳥取市鹿野町鹿野 2448-9） 電話 0857-84-3888
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.shikano-soba.com/taiken/index.html

【そばの花 －鳥取市鹿野小別所（こべっしょ）地区－】
鳥取市鹿野町の小別所地区ほか、古仏谷、水谷などの畑では、
９月下旬から１０月上旬にかけて鹿野の初秋の風物詩「そばの
花」が、真っ白なじゅうたんのように畑一面に花を咲かせます。
■問い ふるさと鹿野（鳥取市鹿野町今市 972-1）
電話 0857-84-2205
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.shikano-net.com/
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６．最新情報
【asoview！（アソビュー！）鳥取県特設サイト公開中】
とっとりの楽しみ方をどど～んと紹介！日本最大級のレジャ
ー・遊び・体験の予約サイト「asoview!」内に公開中の鳥取県
特設サイトが更新されました。今回は、海で山で遊べる体験
の他に、ものづくり体験も充実し、それらはオンライン予約が
可能です。
■asoview!鳥取県特設サイト https://www.asoview.com/lp/tottori_1506/
■問い 鳥取県観光連盟 電話 0857-39-2111

【速報！かに解禁情報！！蟹取県ウェルカニキャンペーン発動！！！】
昨年から、大きさ、品質、型ともに最上級の松葉がにを
「五輝星（いつきぼし）」というブランドで販売しています。
今年もこの県内でもかなり貴重なトップブランドのカニ
の登場が楽しみです！
≪かにの漁期≫
☆紅ズワイガニ

９月１日～６月３０日

☆親がに

１１月６日～１２月３１日

☆松葉がに

１１月６日～３月２０日

※例年の漁期であり、変更の可能性があります。
今年もやります！！！「蟹取県！ウェルカニキャンペー
ン」。カニの美味しいシーズンにあわせて開催のこのキャ
ンペーン。期間中に指定の県内宿泊施設に宿泊された
方で、キャンペーンにご応募いただいたお客様の中から
抽選で、毎月１００名様（総勢６００名）に「鳥取の美味し
いカニ」が当たります。
昨年も大好評だったこのキャンペーン、見逃せません。
■期間 ９月１日（木）～平成２９年２月２８日（火）
■問い 鳥取県観光戦略課 電話 0857-26-7237

平成２８年７月２５日発行

〔とっとり観光ニュースとは…〕

発行：平成２７年８月２５日

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。
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