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１． ＤＡＩＳＥＮの星空に会いに行く！   

国立公園「大山（だいせん）」は鳥取砂丘と並ぶ県の自然遺産です。桜並木、新緑のブナ林、コントラストが美し

い紅葉、白銀のスキー場など、四季折々の魅力を体感できます。その中でも澄んだ空気の中、大山をバックに

見る星空は、絶景です！都会にはない、自然の光のプラネタリウムを目に焼き付けてみませんか。 

■問合せ  （一社）大山観光局  電話 0859-52-2523  ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.daisen.gr.jp/kyokai/ 

 

【観光地をバスで巡る 大山る～ぷバス】 

大山の観光地を周遊するのに便利な「大山る～ぷバス」。乗りたい区間だけ利用する区間乗車や、全区間乗り

放題で大山周辺の観光地で利用できる特典も付いている乗り放題乗車券もあります。 

■運行期間  ４月２９日～１１月５日までの土・日・祝日・ＧＷ・夏休み・紅葉シーズン 

         ※運休日：５月１３日、１４日、２７日、２８日、６月１０日、１１日、１７日、１８日、２４日、２５日  

■停留所  大山寺、桝水高原、大山まきばみるくの里、植田正治写真美術館、森の国、米子駅、皆生温泉他 

■乗り放題乗車券の料金  １日/１，０００円、２日間/１，３００円  

※バス車内では乗り放題乗車券の販売はしていません。 

■乗り放題乗車券販売所  日本交通米子駅前バスターミナル、米子市観光協会、皆生温泉旅館組合、大山町

観光案内所、森の国、米子全日空ホテル、大山まきばみるくの里、植田正治写真美術館 他 

■問合せ  西部総合事務所地域振興局 西部観光商工課 電話 0859-31-9372  
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２．砂丘らっきょう  
 
砂丘らっきょうは、鳥取砂丘近くの鳥取市福部町をは

じめ、鳥取県中部の北栄町などでも栽培が盛んです。

大玉で細長い形状の「らくだ」という品種が主に栽培さ

れていますが、北栄町では小玉で丸型の「玉」というら

っきょうも栽培されています。 

５月下旬から６月中旬にかけて旬を迎えるらっきょうは、

茎と根を切り落として塩水で芽止め処理した「洗いらっ

きょう」と、葉を切り、低温で乾燥させ砂を落として荒皮

を取り除いた「根付きらっきょう」が市場に出回ります。 
 

【らっきょうを買うには？】 

シーズン中は、鳥取市内のスーパーマーケットや道の駅等でも、新鮮ならっきょうが販売されます。砂丘らっき

ょうの地方発送も可能な販売所を紹介します。 

〇ＪＡ鳥取いなば福部らっきょう加工場  【住所】鳥取市福部町海士３１８－１ 【電話】0857‐32-1143   

【ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ】http://jainaba.net/ 

〇地場産プラザわったいな         【住所】鳥取市賀露町西３丁目３２３ 【電話】0857-50-1771  

【ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ】http://www.shokunomiyako.com/ 

〇道の駅大栄 お台場いちば  【住所】北栄町由良宿１４５８－１５  【電話】0858-37-5451 

【ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ】https://www.hokuei-kankou.jp/%E8%B2%B7%E3%81%86/  
 

【らっきょうを漬ける方法は？】 

らっきょうは、手軽にできる「簡単漬け」と自宅で本格的な味が楽しめる「本漬け」があります。自宅でも挑戦でき

る鳥取砂丘らっきょうの上手な漬け方を動画で紹介します。 

〇鳥取砂丘らっきょうの上手な漬け方（鳥取県動画ちゃんねる）  https://youtu.be/cCrqe_GjBIk 

 

３．イベント情報  

【北栄町すいか・ながいも健康マラソン】 

風車の並ぶ景色を眺めながら、「スイカ」や「ながいも」の畑の中を走るマラソン大会。参加者には、北栄町の特

産品「大栄すいか」や「砂丘ながいも」のとろろ汁の無料サービスがあります。 

■開催日  ６月１８日（日）     ■主会場  お台場公園多目的広場（東伯郡北栄町由良宿１４５８－１６）  

■参加費  一般 3,500円、高校生以下 2,000円 

Ｒ種目(非計測)：一般 3,000円、高校生以下 1,500円   

■コース  コナンコース（３ｋｍ）、ながいもコース（５ｋｍ）、すいかコース（１０ｋｍ）、ランＲＵＮコース（３ｋｍ非計測）          

■問合せ  北栄町すいか・ながいも健康マラソン大会実行委員会事務局   電話 0858-37-5871   
 

【第１７回 SUN-IN未来ウォーク】 

県中部の観光地を巡るウォーキング大会です。友達と家族とみんなでワイワイ参加できます。 

■開催日  ６月３日（土）、４日（日）      

■参加費   （事前申込）一般 1,800円、大学・短大・専門学生 500円、高校生以下無料 

（当日申込）一般 2,000円、大学・短大・専門学生 500円、高校生以下無料 

■主会場   倉吉パークスクエアふれあい広場（倉吉市駄経寺町２１２－５） 

■コース   はわい・東郷・三朝温泉コース（４０ｋｍ）、里見八犬伝・国鉄廃線跡コース（３０ｋｍ）、伊能忠敬・ 

湯梨浜コース（２０ｋｍ）、赤瓦白壁土蔵群コース（５ｋｍ）他 全１１コース     

■問合せ  未来ウォーク実行委員会  電話 090-9730-1089   

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://npo-mirai.net/public/category/mirai_walk 

http://jainaba.net/


－3－ 

４．最新情報  

旅行会社様！必見！！【平成２９年度 ぐるっと山陰バス旅行商品支援】 

平日にバスを利用して鳥取県内を周遊する旅行に対して支援します。詳しくはホームページをご覧ください。 

■対象     県外の旅行会社で、受注型企画旅行及び募集型企画旅行。 

■募集期間  平成２９年３月１日～１１月３０日 ※ただし申請は、旅行実施の３０日前まで 

■適用除外日  〔宿泊旅行〕金・土曜日及び祝祭日の前日宿泊  〔日帰り旅行〕土・日曜日及び祝祭日 

■支援額   〔宿泊旅行〕１泊１台につき４万円   〔日帰り旅行〕１台につき２万円 

■問合せ   （公社）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/824/1155/20845.html   
 
 
 

【注目☆ことうらアゲアゲ串】 

海あり、山あり、自然に恵まれた琴浦町は、食の宝庫。琴浦の食の魅力をも

っと多くの人に広めたい！という想いから生まれた新グルメは、「琴浦をつま

み食い」がコンセプトの食べやすい串料理です。今年、道の駅へリニューア

ル予定の道の駅琴の浦内「物産館ことうら」で、３月１８日より販売を開始し

ます。 

【販売開始日】３月１８日（土） 

【販売メニュー、店舗】 新グルメに関するお問い合わせは各店舗へ  

○ことうら玉串 店舗：伯耆光水 電話 0858-55-7348 

○海鮮旬串   店舗：赤碕町漁協 電話 0858-55-6080 

○あげまん串ソフト、あごかつカレー串 店舗：琴浦うまいもんや 電話 0858‐55‐6566 

  

【鳥取県宿泊者限定！湯～遊２デーパス】 

倉吉白壁土蔵群、なしっこ館、三朝温泉、三徳山、はわい温泉、東郷温泉を

運行する区間の路線バスに２日間乗車できます。 

■発売期間  ４月１日～平成３０年３月３１日       

■料金  １，３００円 ※大人・小人同額 

■販売場所  ＪＲ倉吉駅内観光案内所、倉吉白壁土蔵群観光案内所、三朝

温泉ほっとプラ座、はわい温泉・東郷温泉観光案内所 

■問合せ  ＪＲ倉吉駅内観光案内所 電話 0858-24-5370、 

三朝温泉観光協会 電話 0858-43-0431、 

はわい温泉・東郷温泉観光案内所 電話 0858-35-4052 

 
 
【七福神の足湯巡りで縁結び】 

湯梨浜には、七福神の名前がついた縁起の良い７つの足湯があります。そして

古くから縁結びの神話が伝わる契大明神（宮本神社）があります。 

この神社で祈祷していただいた開運おみくじと足湯タオル・足湯めぐりのうちわが

セットになりました。 

■販売開始 ４月１日から販売      ■販売価格 参百縁（３００円） 

■販売場所 はわい温泉・東郷温泉観光案内所 他 

■問合せ  湯梨浜町観光協会 電話 0858-35-4052 
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５．まちぶら♪ ～八頭エリア編～ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【１】この春！船岡竹林公園に「やずミニＳＬ博物館（愛称：やずぽっぽ）」がオープンします♪ 

動くミニ機関車１６両を展示する全国初のミニＳＬ博物館が、４月１

日、船岡竹林公園にオープンします。 

■住所     八頭郡八頭町西谷５６４－１ 

■開館期間  ３月１日～１１月３０日 ※平成２９年は４月１日～ 

■営業時間  ９：００～１７：００ ※水曜休館（祝日の場合は翌日）  

※乗車体験は土、日、祝日の１０：００～１５：００  

■入館料    高校生以上２００円、中学生以下は無料   

※乗車体験料  １００円／１回（雨天中止） 

■問合せ   やずミニ SL博物館「やずぽっぽ」 電話 0858-71-0032 

 

【２】船岡竹林公園に咲くアジサイ 

国内外の珍しい竹と笹２００品種が生い茂る、自然豊かな公

園です。春の新緑が美しい竹林のほか、６月から７月中旬頃

にはたくさんのアジサイが公園内を彩ります。また、季節ごと

に桜、睡蓮など竹林と花をあわせてお楽しみいただけます。 

■問合せ 船岡竹林公園（八頭郡八頭町西谷５６４－１）  

電話 0858-73-8100  

 

【３】地元で愛されるパン屋「ドレミベーカリー」 

八頭高校前に店を構え、歴代の生徒たちはもちろん、地元か

ら愛される昔ながらのパン屋「ドレミベーカリー」。店に近づくと、

美味しいパンの香りが立ちこめ、思わず立寄ってしまいます。

「ごっつい辛いカレーパン」、「八頭１号」、「おったまげた」など

ネーミングがユニークな創作パンや焼き立て食パンは、売り

切れになってしまう事もしばしばです。 

おすすめの「クロワッサン」は是非食べてみてください！ 

■問合せ  ドレミベーカリー（八頭郡八頭町久能寺８８８－４）  

電話 0858-72-1388  
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【４】趣のある焼物を・・・因久山焼（いんきゅうざんやき）窯元で 

江戸時代の中期、明和年間に鳥取藩主池田侯に招かれた京都の陶工が築窯し、藩の御用窯として茶器など

を焼いたのが始まりと言われてます。古くから伝わる登り窯で焼かれ、わら灰釉薬を使った独特の味わいが印

象的です。窯元では、作品の販売もされています。 

■問合せ 因久山焼窯元（八頭郡八頭町久能寺６４９） 電話 0858-72-0278 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://inkyuuzan.ftw.jp/ 

  

 

【５】新鮮な直売エリンギを「北村きのこ園」で買う！ 

昭和４０年にエノキ茸の生産を開始、ここ数年は、サイズが大きいエリンギィ茸、「びっくりエリンギィ」の増産も

始まり、首都圏、名古屋、広島などへ出荷しています。エノキ、エリンギィ、佃煮など直売もしています。団体様

向けには、事前連絡で工場の見学も対応可能です。 

■問合せ (有)北村きのこ園（八頭郡八頭町下野７９４） 電話 0858-73-8314 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.kinoko.co.jp/ 

 

 

【番外編】隼駅まつり 

毎年８月の第１日曜日に開催される「隼駅まつり」。

きっかけは平成２０年の二輪専門誌で「８月８日は

ハヤブサの日。隼オーナーは隼駅に集合！」という

呼びかけに、県外からのライダー達が集結したこと

がきっかけとなり、地域の活性化を図ろうと毎年開

催されることになりました。昨年は、まつりの開催さ

れた船岡竹林公園に、北は北海道、南は鹿児島か

ら過去最高の１，６００台が集結し、２，３００名の来

場者でおおいに盛り上がりました。 

■問合せ  隼地区公民館（火曜・水曜・金曜のみ）  

電話 0858-72-1611 
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６．アクティビティー  
 
【シャワークライミング】 

マイナスイオンたっぷりの森の中、清流の渓谷を流

れに逆らいながら上流へ登っていくアウトドアレジャ

ー。ウェットスーツや専用ブーツ、ヘルメット等を着

用して、滝壺へダイブしたり、岩場から淵へ滑り落ち

たり、爽快な自然体験ができます。  

■開催期間  ６月初旬～９月中旬の期間限定開催      

■予約     催行日３日前の１７時までに要予約  

■対象年齢  １０歳～  

※小学生の場合は必ず保護者同伴で参加 

■体験料金  半日コース：5,000円、１日コース：7,000円  

※体験料、保険料、ヘルメット、ライフジャケット、専用靴のレンタル代金を含む  

■コース内容・問合せ  

≪河原≫初・中級者向け。天然ウォータースライダーはスリル満点！三滝渓谷で沢登り。団体３０名までＯＫ。 

（問合せ） 鳥取県自然体験塾 電話 090-9465-6040 

≪若桜≫初～上級者向け。美しい清流や、勢いのある流れを満喫！スライダーに滝ダイブ＆シャワー。 

      （問合せ） 氷ノ山自然ふれあい館 響の森 電話 0858-82-1620 

≪佐治≫なだらかな初・中級者向け。美しい渓谷で高さ１５ｍの滝壺へ勢いよくダイブ！団体２０名まで OK. 

      （問合せ） 五しの里さじ地域協議会 電話 0858-88-0177        

≪智頭≫初～上級者向け。マイナスイオンたっぷりの森の中の清流。 

スライダーに滝登り＆ダイブ、滝シャワー、団体２０名までＯＫ。 

（問合せ） （一社）智頭町観光協会  電話 0858-76-1111   

 

  
 

平成２９年３月２７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/ 

 


