１． とっとり秋の紅葉スポット
【大山秋色週間】
紅葉の美しさが西日本随一といわれる国立公園大山
では、例年１０月上旬より色づき始め、１０月下旬から
１１月上旬にかけてピークを迎えます。
１０月２０日～１１月５日を「大山秋色週間」として、さま
ざまな催しが行われます。なかでも秋のご縁日が毎年
１０月２４日に開催され、「採灯大護摩法要」や勇壮な
「大山僧兵太鼓」が披露されるほか、時代衣装を纏っ
た「稚児行列」が大山寺地区を回ります。
撮影：柄木 孝志氏

■場 所

大山町大山

■期 間

１０月２０日（金）～１１月５日（日） ※秋のご縁日：１０月２４日（火）

■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.jp/p/kyokai/

【芦津渓谷（あしづけいこく）】
智頭町にある芦津渓谷は、氷ノ山後山那岐山国定公
園（ひょうのせんうしろやまなぎさんこくていこうえん）
の区域に指定され、清らかな水流は「水源の森百選」
に選定されています。ブナや天然スギ、ミズナラなどの
原生林をはじめ、花崗岩（かこうがん）の崖や巨岩が織
りなす秋の風景は、訪れる人の目を奪います。
渓谷沿いの遊歩道は、中国自然歩道として整備されて
おり、紅葉の中を散策できます。
■場 所

智頭町芦津

■見 頃

例年１０月下旬～１１月上旬

■問合せ

（一社）智頭町観光協会 電話 0858-76-1111
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://cms.sanin.jp/p/chizu/kankou/pickup/03/
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【小鹿渓（おしかけい）】
国の名勝指定地である小鹿渓は、三朝町内を流れる三徳川の支流と、小鹿川の上流に見られる渓谷で、
滝や淵からなる渓谷とブナを主体とした天然林が一体となった美しい景観をご覧いただけます。
小鹿川沿いに約１ｋｍの散策道が整備されており、色づく広葉樹を楽しめます。

■場 所

三朝町神倉

■見 頃

例年１１月上旬～中旬

■問合せ 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/

【史跡鳥取藩主池田家墓所】
国の史跡に指定されている鳥取藩主池田家墓所は、鳥取
藩初代藩主池田光仲（みつなか）公から十一代に渡る藩主
をはじめとする池田家一族を祀った墓所です。
１１月下旬～１２月上旬の紅葉の時期には、ライトアップが
実施されます。夜の紅葉をお楽しみください。
■場 所

鳥取市国府町奥谷、宮ノ下

■見 頃

例年１１月下旬～１２月上旬

■問合せ

（公財）史跡鳥取藩主池田家墓所保存会
電話 0857-26-7932

撮影 三吉康之氏

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

【旧日野上（きゅうひのかみ）小学校の大銀杏】
現在は廃校となった旧日野上小学校のグラウンドには樹齢
およそ百年の大銀杏があり、紅葉シーズンには多くの人が
訪れます。この頃に大銀杏のライトアップも行われます。
黄金色の落ち葉は鮮やかな黄色の絨毯のようです。
■場 所

日南町三栄

■見 頃

例年１１月上旬～中旬

■問合せ 日南町観光協会 電話 0859-82-1715
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.town.nichinan.lg.jp/kanko/
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２． とっとり秋のイベント！
【ブナのトンネル大山環状道路を歩こうイベント】
大山の紅葉をゆっくりと歩きながら満喫していただけるウォ
ーキングイベントが開催されます。ブナ林を貫く大山環状道
路を歩き、自然豊かな大山を満喫しましょう！
また当日はウォーキングイベントに合わせ、桝水高原から
奥大山スキー場の間（７．５ｋｍ）で、自動車とオートバイの
通行規制を行います。
■期 日 １０月２８日（土）午前８時３０分～午後０時３０分
■ウォーキング区間 奥大山スキー場～鍵掛峠（往復）
大山寺～横手道～桝水高原
■通行規制実施日 １０月２８日(土)
■通行規制 〔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〕午前７時～午後１時、 〔規制車両〕自動車、オートバイ（許可車両を除く）
■シャトルバスの運行 〔区間〕大山寺～桝水高原、桝水高原～鍵掛峠、鍵掛峠～奥大山スキー場の
各区間を往復運転します。
〔運行時間〕午前７時３０分～午後１時まで ※約１５分間隔で運行
〔乗車料金〕無料
■問合せ先 大山環状道路自動車利用適正化社会実験協議会（鳥取県西部総合事務所内）
電話 0859-31-9721 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.pref.tottori.lg.jp/250429.htm

【因州若桜鬼っこまつり】
若桜町のランドマーク、鬼ヶ城をモチーフにした秋の恒例イベント「因州若桜鬼っこまつり」が開催されます。
鬼ヶ城は、鎌倉時代正治２年（西暦１２００年前後）に築城され、城跡は国の史跡に指定されています。
当日は、地元産の物産販売や芸能披露などのステージイベントが開催されます。
■期 日 １０月２９日（日）
■会 場 若桜駅前特設会場（若桜町若桜）
■問合せ 因州若桜鬼っこ祭実行委員会（若桜町役場産業観光課内）
電話 0858‐82‐2238 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.town.wakasa.tottori.jp/

【鳥取三十二万石お城まつり】
江戸時代、鳥取市は鳥取藩三十二万石の城下町でした。
当時の世界を再現した時代まつりとして、鎧や甲冑をまとっ
た武者行列と奴踊りなどの時代行列が行われます。
また、火縄銃鉄砲隊の演武をはじめ、ステージイベントや
屋台村など多彩なイベントが開催されます。
■期 日

９月２３日（土・祝）、２４日（日）

■会 場 鳥取市久松公園（鳥取市東町）
■問合せ 鳥取三十二万石お城まつり実行委員会事務局
（（一社）鳥取市観光コンベンション協会内）
電話 0857-26-0756 ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ https://www.facebook.com/tottori.oshiro/
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【三徳山炎の祭典】
三徳山三佛寺では、毎年１０月の最終日曜日に、恒例の
「炎の祭典」が開催されます。多数の山伏行者が、人々の
願い事を書いた護摩木を火中に投じるとその願いが叶うと
いう、古来の修験道行事をはじめとする祭典です。
火の上を素足で歩く火渡り神事では、身体健康、病気平癒、
大願成就等を願い、多くの観光客の方が参加されます。
■期 日 １０月２９日（日）
■会 場 三徳山三佛寺（三朝町三徳）
■問合せ 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/

【農と食のフェスタｉｎせいぶ】
鳥取県西部地域で収穫された新鮮な農産物や加工品の
販売をはじめ、カニ汁や新米おにぎりの無料配布、人気
芸人のステージイベントや芸能披露など、米子コンベン
ションセンターから米子駅前広場周辺で、多彩なイベント
が開催されます。イベント両日は、地元で採れた白ねぎと
ブロッコリーで製作した「野菜大山」が米子駅に登場します。
■期 日 １０月２１日（土）午前１０時～午後４時
１０月２２日（日）午前１０時～午後３時
■会 場 米子コンベンションセンター（米子市末広町）
米子駅前広場（米子市弥生町）
、米子市文化ホール（米子市末広町）
■問合せ 鳥取県西部総合事務所農林局 電話 0859-31-9652
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.pref.tottori.lg.jp/240273.htm

【B 級グルメバトル６ｔｈ】
鳥取県中部のご当地グルメが一堂に集う食のイベント「鳥取中部 B 級グルメバトル６ｔｈ」が開催されます。
会場では来場者ひとり一人にバトルボールが手渡され、一番おいしかったグルメに投票し、チャンピオンを決定
します。地元のグルメを食べ比べ、食欲の秋を満喫しましょう。

■期 日

１０月１４日(土)、１０月１５日(日) 両日とも午前９時３０分～午後２時

■会 場

ハワイ夢広場特設会場（湯梨浜町南谷）

■問合せ

(一社)鳥取中部観光推進機構

電話 0858-24-5024

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ https://tottori-iyashitabi.com/
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３．最新情報
【とっとり秋旅・冬旅パスポート「トリパス」２０１７】
春夏版に続き、平成２９年１０月から利用可能なお得な観光パスポート「トリパス」
を発行します。トリパス内には、スタンプラリーや秋冬ベストスポットの紹介のほ
か、入場料の割引やプレゼント特典など、県内１５０以上の施設で受けられる優
待特典を掲載しています。
トリパスを手に入れて、楽しくお得に県内を周遊しましょう！
■利用可能期間 平成２９年１０月１日（日）～平成３０年３月３１日（土）
■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/toripass/

４．とっとりのアクティビティー！
【日野川くだり】
日野川の上流をラフト（ゴムボート）に乗って、豪快に漕ぎながら急流を下るアウトドアスポーツです。
自然のコースの中で、普段では見ることが出来ない水上からの景色や迫力あるスピード感をお楽しみください。
■期 間

１０月の土日祝日のみ
※天候の状況で中止の場合があります。

■場 所

日野町下榎（リバーサイドひの駐車場）

■募集定員

最大２０名（要相談）

■コース

日野町下黒坂「下黒坂橋」～日野町安原「カヌーの里公園」 （約４ｋｍ）
※コースは河川の状況により予告なく変更する場合があります。

■集合時間 [午前の部]午前９時、[午後の部]午後１時
■料 金

高校生以上：３，０００円、中学生以下：２，５００円、親子ペア：５，０００円
※親子ペアは中学生以下のお子様に限ります
※参加費には保険料を含みます

■問合せ

日野町教育委員会 電話 0859-72-2107
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.town.hino.tottori.jp/1275.htm
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５．鳥取・因幡Ｇバス原風景コース運行開始！
県東部の鳥取・因幡地域を巡るお得な日帰りバスツアー「鳥取・因幡Ｇバス」に、秋限
定の「原風景コース」が登場します。このコースでは、自然とふれあい、実りの秋を満
喫する遊覧列車とバスの旅を楽しめます。
■運行日 平成２９年１０月８日（日）～１２月１０日（日）毎週日曜日
※１０月２９日（日）は除く
■コース
鳥取駅南口→郡家駅→若桜駅→不動院岩屋堂→【昼食】Ｇバス弁当「田舎のお弁当」
→旬のフルーツ狩り→【お買物】「物産館みかど」または「道の駅はっとう」→砂の美術館
→鳥取砂丘→鳥取駅南口
■旅行代金 大人（中学生以上）４，０００円 子ども（３才～小学生）３，０００円
■問合せ

（一社）鳥取市観光コンベンション協会

電話 0857-26-0756

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.torican.jp/

６．とっとり秋の花情報！
【鳥取砂丘周辺のらっきょう花畑】
例年１０月下旬から１１月の上旬にかけて、鳥取砂丘周辺のらっきょう
畑では、畑一面がらっきょうの花で彩られます。
紫色に咲き誇るらっきょうの花畑をぜひご観賞ください。
■場 所

鳥取市福部町湯山周辺

■見 頃

例年１０月下旬～１１月上旬

■問合せ

鳥取市観光案内所

電話 0857-22-3318

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.torican.jp/

【大山の麓に咲くコスモス】
例年９月頃になると、「大山まきばみるくの里」の牧場に、コスモスが
一面に咲き誇ります。秀峰大山を借景に、一面に広がる色とりどりの
コスモスと一緒に秋を満喫してください。
■場 所

大山まきばみるくの里（伯耆町小林）

■見 頃

例年９月上旬～下旬

■問合せ 大山まきばみるくの里 電話 0859-52-3698
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.milknosato.com/
平成２９年８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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