１． 春の花の名所をご紹介❀

【１】大山を望む豊房桜並木（大山町）

【４】花見山スキー場のスイセン（日南町）

【２】大山と菜の花（伯耆町）

【３】境台場公園の灯台と桜（境港市）

【５】南部町法勝寺の桜（南部町）

【８】海岸沿いの菜の花（北栄町）

【６】佐川の桜土手（江府町）

【７】神﨑神社の桜（琴浦町）
【９】加茂川・中海桜遊覧船（米子市）
４月の桜の時期は、期間限定の桜遊覧船になります！
■運航期間

通年 ※１２月～３月は天候が良く予約があれば運航。

■所要時間

約５０分

■運航時間

１０時、１４時 ※時間外は要相談

■乗船料金

1,200 円／大人、600 円／小人

■問合せ

■駐車場

有（２台無料）

米子市観光協会 電話 0859-22-6317

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.yonago-navi.jp/
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【１１】打吹公園の桜（倉吉市）

【１２】三朝の河原と桜（三朝町）

【１０】滝山公園の桜とツツジ（日野町）

【１３】東郷湖周辺の桜（湯梨浜）
【１４】若桜駅のＳＬと桜（若桜町）

≪湖山池お花見遊覧船≫３月～４月運航
■運行時間 9：20～16：20 約 40 分／１回
※9：20 と 16：20 は要予約
■乗船料金 大人 1,000 円、小人 500 円
■問合せ 山陰松島遊覧船
電話 0857-30-5078
【１５】旧国鉄倉吉線廃線跡の桜並木（倉吉市）

【１７】鹿野城跡と夜桜（鳥取市）

【１６】湖山池青島の桜と菜の花（鳥取市）

【１８】大岩駅の桜（岩美町）

←【２０】智頭土手沿いの桜
（智頭町）
【２１】鳥取城跡の桜（鳥取市）
→
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【１９】竹林公園の竹と桜（八頭町）

２．新酒を楽しみ酒蔵見学 ～千代むすび酒造～
境港の水木しげるロード沿いにある酒蔵です。鳥取県産の米「山田錦」「強力（ごうりき）」「五百万石」「玉栄」な
どを酒米として使用し、伝統の技と若い新鮮な技の良いところを取り入れて、酒造りをしています。観光地にあ
る酒蔵なので、酒蔵見学をしたり、売店にて各種お酒の試飲を楽しんだり、お土産を購入するなど、楽しみ方も
いろいろです。また３月には酒蔵開放のイベントも実施。利き酒大会やしぼりたて生酒直売など楽しい企画が
満載です。
≪酒蔵見学≫ ■催行人数

お一人様～団体様（１０名様を１組にしてご案内）

≪第２２回千代むすび酒造 酒蔵開放≫ ■日程
■イベント内容
■問合せ

※要事前予約

３月２６日（日）予定

しぼりたて生酒直売、利き酒大会、有料試飲、ゲーム、露店 他

千代むすび酒造（境港市大正町１３１） 電話 0859-42-3191

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

こ う た く じ

３．宿坊体験・光澤寺（八頭町）
お寺に宿泊！？パッと思いつくのは、座禅をして、難しいお話を聞い
て…そんなイメージだったのですが、八頭町にある宿坊光澤寺さんで
は写経、瞑想、法話などの体験ができるほかに、イタリアン精進料理
をいただいたり、絵手紙を書いてみたり、住職に悩みを聞いていただ
いたりと宗派に関係なく、自由なスタイルで過ごすことができます。
■体験メニュー
写経、瞑想、絵手紙、法話、仏教講座、浄土真宗講座、読経、こころの授業など
≪日帰り体験≫ ■体験料

1,500 円（食事、コーヒー、和菓子付）

■受入れ人数

１人～団体様

≪宿泊体験≫■体験料 8,000 円／１泊（朝、夕２食付）
■問合せ

宿坊光澤寺（八頭郡八頭町南３９８） 電話 0858-84-1650 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.koutakuji.com/
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４．まちぶら♪ ～琴浦エリア～

【１】物産館ことうら
山陰道琴浦ＰＡ内にある「物産館ことうら」。琴浦ＰＡは、平成２９年度内
に「道の駅琴の浦」としてリニューアルオープンを予定しています。琴浦
の特産品や地元で生産された新鮮な農畜産物、地元漁港にて水揚げ
された新鮮な鮮魚などを、お土産として購入できます。
■問合せ

あぐりポート琴浦２号館 電話 0858-55-7700、鮮魚直売セ

ンター 電話 0858-55-6080、琴浦うまいもんや 電話 0858-55-6566
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.kotoura-kankou.com/kankou-category/facility/bussankankotoura/

【２】大山乳業工場見学
県内すべての酪農家が一本となっている全国でも稀な農協で、
大山乳業の「白バラ牛乳」と言えば、鳥取県民は、学校の給
食や毎日の食卓にと、生活に密着している牛乳です。ここで
生産される美味しい牛乳やヨーグルトの生産過程は、無料で
見学することができます。
■見学開催日

月曜～土曜 ※年末年始を除く

■見学時間

9：30～、11：00～、13：00～

■催行人数

２名～３０名／１回 ※団体は１回４５名まで可

■所要時間

約１時間

■問合せ

■見学料

無料 ※３日前までに要予約

大山乳業農業協同組合（琴浦町大字保３７－１）

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.dainyu.or.jp/kengaku_24.html

【３】鳴り石の浜
鳥取県内の海岸でも珍しい楕円型の石が集積し
た自然海岸で、寄せては返す波によって、石と石
とが「カラカラ～♪コロコロ～♫」と音をたてます。
「よく鳴る」、「良くなる」とゲンを担ぎ、縁起の良い
パワースポットとしても人気を集めています。夕
焼けに染まる鳴り石の浜はとても幻想的です。
■問合せ

鳴り石の浜プロジェクト事務局

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://nariishi.com/
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■コース 牛乳、ヨーグルト工場、直売所

電話 0858-52-2211

【４】光の鏝絵（みつのこてえ）
江戸末期から昭和初期に流行した庶民の建築文化。左官職人が、
鏝で福神や動植物などの浮彫模様を漆喰壁に塗り、蔵を華やかに
飾ります。昭和３０年頃から建てられたものには、縁起を祝う「鶴、
亀、鯉、松竹梅」などが装飾されているので、新年の縁起担ぎにい
かがでしょうか。
■ガイド料金

2,000 円／１グループ（２０人以内）

■問合せ 琴浦町観光協会 電話 0858-55-7811
■所在地

琴浦町光 周辺

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.kotoura-kankou.com/kankou-category/history_culture/mitsunokotee/

【５】神﨑神社
家内安全、海上安全、牛馬の守護神として崇敬名高い神﨑神社
は、日本海を一望できる高台にあります。拝殿向拝天井には、
迫力ある龍の彫刻があり、３つの爪で掴む「玉」は「幸せの玉」と
してご利益があると言われています。春には境内に咲く桜が美
しく、お花見スポットとしてもおすすめです。
■問合せ 神﨑神社（琴浦町赤碕２１０）
電話 0858-55-0598 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://kanzakijinjya.com/about/

【６】船上山（せんじょうさん）万本桜公園
船上山の山麓にあり、ドライブルートやハイキングコースが設けられて
いる自然豊かな公園です。春には遅咲きの八重桜を楽しむことができ、
毎年４月下旬には「船上山さくら祭り」が開催されます。
■場所

琴浦町山川

■問合せ 琴浦町商工観光課 電話 0858-55-7801

【番外編】ご当地お土産をゲット！ ～甘党にはふろしきまんじゅう、酒呑みには天ぷらコロッケ～
≪甘党のあなたには♪≫
艶やかな表面で、甘さ控えめのヘルシーな「ふろしきまんじゅう」。保存
料、着色料、香料等は一切不使用です。そのまま食べるのはもちろん、
焼いたり、揚げたりして、また違った美味しさを楽しむこともできます。
■問合せ 山本おたふく堂（琴浦町八橋３４８） 電話 0858-53-2345
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://otafukudo.com/
≪酒呑みのあなたには♪≫
東伯郡の赤碕では昔から魚のすり身にパン粉を付けて揚げたものを
天ぷらやコロッケと言って親しまれ、お土産に、小腹が空いた時のお
やつに、お酒のアテにと重宝されています。
■問合せ

かねちく（琴浦町赤碕１２３０） 電話 0858-55-0251

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://kanechiku.com/
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５．鳥取の町並みや観光地を絵はがきで☆
鳥取市の環境大学の有志の皆さんが、鳥取市の観光地
や町並みを素敵なタッチで描いた絵はがきが「とっとりメモ
リー」として鳥取駅前の鳥取市ふるさと物産館本店（まちパ
ル鳥取１階）や砂の美術館サンドパルにて発売中です。
■問合せ

鳥取市国際観光物産センター まちパル鳥取

（鳥取市末広温泉町１６０）

電話 0857-36-3767

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://tottori-ichi.jp/bussan/

６．最新情報
【１】鳥取・因幡を巡る 日帰りバスツアー『G バス』
今年も因幡地方の観光地をお得にぐるっと巡るバスツアー「Ｇバ
ス」が運行します。知られざるちょっといい所へご案内します。
■旅行代金

4,000 円／大人（中学生以上）、3,000 円／子ども

（3 歳～小学生）※昼食付、入場料・体験料含みます。
≪Ｇｒｅｅｎコース≫ 智頭町、鳥取市を巡る緑に癒されるコース
■運行日

５月１３日（土）～９月２３日（土）※毎週土曜日

≪Ｇｅｏコース≫ 岩美町、鳥取市を巡る海と大自然満喫コース
■運行日

５月１４日（日）～９月２４日（日）※毎週日曜日

■問合せ

（一社）鳥取市観光コンベンション協会 電話 0857-26-0756

【２】とっとり花回廊 ～スプリングフェスティバル～
チューリップ、桜、パンジー、ポピーなど色とりどりの花々が競演する春のイベントです。４月～５月上旬にかけ
てのチューリップを中心に、１年のうち最もたくさんの花が咲き誇ります。
■開催期間
■問合せ

４月８日（土）～５月７日（日）
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/

平成２９年１月２５日発行

〔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/
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