１．とっとりのかに特集！
【蟹取県ウェルカニキャンペーン】
キャンペーン期間中に対象の旅館やホテルに宿泊すると、抽選で旬のカニが
当たります。鳥取に泊まって、おいしいカニを当てよう！
■開催期間 平成３０年２月２８日（水）まで
＜カニ＆ピースフォトコンテスト＞
カニをテーマに写真を撮影し、専用投稿フォームまたは、ｔｗｉｔｔｅｒ、Instagram
から応募、投稿すると、「とっとり松葉がに」など「蟹取県の旨いもん」がもらえ
ます。カニと一緒に撮影した「カニ食べる部門」、カニの格好やカニキャップで
撮影した「カニかぶる部門」、ピースポーズで撮影した「カニピース部門」があ
ります。
■応募期間 前期：１１月３０日（木）まで、後期：１２月１日（金）～平成３０年２月２８日（水）
＜蟹取県食の怪人スタンプラリー＞
県内１０ヶ所に設置してある「食の怪人」のスタンプを１か所以上押したスタン
プ台紙を写真撮影し、スタンプラリー応募フォームに送信すると、抽選で「カニ
グッズ」がもらえます。
■応募期間 平成３０年２月２８日（水）まで
■ウェルカニキャンペーンの問合せ 鳥取県観光戦略課 電話 0857-26-7237
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ https://www.kanitoriken.jp/
【とっとりのかにイベント】
＜夢みなと公園松葉がに祭り＞
かに類の水揚げ日本一の境港で開催される、かに汁の振舞いや、かに足の
詰め放題、新鮮なかにや魚介類の特別価格販売などの多彩なイベントです。
■日 時 １１月１２日（日） 午前１０時～午後３時
■会 場 境港さかなセンター（境港市竹内団地）
■問合せ 境港さかなセンター 電話 0859-45-1111

＜田後港（たじりこう）大漁感謝祭＞
松葉がにの漁獲量が日本一を誇る岩美町の田後港で、恒例の「大漁感謝祭」
が開催されます。獲れたてのかにや鮮魚、野菜などの販売をはじめ、かに汁
１，０００食の無料提供や、松葉がにのせり市など活気にあふれるイベントが
開催されます。
■日 時 １１月１８日（土）午前８時３０分～午後２時
■会 場 田後港周辺（岩美町田後）
■問合せ 田後港大漁感謝祭事務局 電話 0857-72-1531
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■問合せ

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/syokunomiyako/

【主なかにの販売所】
浜勝商店

かねまさ浜下商店

鳥取県漁業協同組合

所：岩美町大谷

所：鳥取市賀露町西 4 丁目

営：8:00～15:00

営：8:30～16:30

休：毎月第 4 火曜日、12/31～1/7

休：1/1、正月に数日

営：9:00～17:00 休：1/1

問：0857-72-8101

問：0857-28-2391

問：0857-31-0011

中村商店

所：鳥取市賀露町西 4 丁目
営：9:00～16:00

道の駅ポート赤碕

所：琴浦町別所

所：鳥取市賀露町西 3 丁目
（かろいち内）

道の駅琴の浦

所：琴浦町別所

（赤碕町漁業直売センター）

（赤碕町漁業直売センター）

休：1/1～1/3

営：9:30～17:30 休：1/1

営：9:00～17:30 休：1/1

問：0857-28-1051

問：0858-49-2020

問：0858-55-6080

大漁市場なかうら

境港さかなセンター

境港水産物直売センター

所：境港市竹内団地

所：境港市竹内団地

所：境港市昭和町

営：8:15～16:30

営：8:30～17:00

営：8:00～16:00 休：火曜日（一部

休：12/31 の 10 時～1/4

休：水曜日（11 月は 11/1 のみ休み）

問：0859-45-1600

1/1～1/4 問：0859-45-1111
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店舗は火曜日も営業）､正月に数日
問：0859-30-3857

【かに料理（ランチ）ご紹介！】
鳥取市賀露町（かろちょう）にある「味覚のお宿山田屋 貝寄風
(かいよせ)」では、かにの本場鳥取賀露港で水揚げされた松葉
がにをふんだんに使用した、「松葉がにかにすきコース」が期間
限定（１１月７日（火）～３月２０日頃まで）でいだけます。ぎっしり
と詰まったかにの身と上品な味わいが楽しめます。
■営業時間 午前１１時～午後２時 ※個室のご用意は要予約
詳しくはお問い合わせください。
■問合せ

味覚のお宿山田屋 （鳥取市賀露町北１丁目） 電話 0857-28-1004
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.kaninosato.com/food/index.html

境港市にある「御食事処さかゑや」では、地元境港で水揚げされ
たカニや地元の食材を使用したお料理がいただけます。中でも
オススメは、数量限定ランチ「新かに飯定食」。ベニズワイガニを
丸ごと一枚使い酢飯と一緒に蒸しあげ、袋を開くとかにの香りと
柔らかいかに身を堪能できます。※詳しくはお問い合わせください。
■営業時間 午前１１時～午後３時３０分
（ラストオーダー、午後２時５０分）
午後５時～９時 （ラストオーダー、午後８時）
■定休日

水曜日（祝日の場合、営業）

■問合せ

御食事処さかゑや（境港市上道町） 電話 0859-42-5400
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.sakaeya-kaisen-kani.com/index.html

２．とっとりのイベント情報！
【鳥取砂のルネッサンス 2017】
砂の美術館の開館１０周年を記念し、世界トップクラスの砂像彫
刻家による砂像の公開制作をはじめ、砂に関する多彩なイベント
が鳥取駅周辺で開催されます。
＜シンボル砂像公開制作＞
■製作期間 １０月２０日（金）～１１月１日（水）
■完成お披露目 １１月２日（木）１１時～
■展示期間 １１月３日（金・祝）～２６日（日）
■会 場

鳥取駅前風紋広場（鳥取市東品治町）

＜第１回国内砂像選手権 in 鳥取＞
■制作期間 １１月３日（金・祝）～５日（日）
■展示期間 １１月６日（月）～２６日（日）
■会 場

鳥取駅前風紋広場、鳥取駅南広場（鳥取市東品治町）

※天候等により展示期間が変更になる場合があります。
■問合せ

鳥取市 鳥取砂丘・ジオパーク推進課 電話 0857-20-3036
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.tottori-inaba.jp/suna-r/
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【花御所柿（はなごしょがき）祭り】
八頭町（やずちょう）の特産品「花御所柿」は、日本一の甘柿と
して全国的に高く評価されています。当日は、花御所柿や地元
の特産品の販売をはじめ、花御所柿の食べ放題、郷土芸能披
露など、多くの人で賑わいます。
■日 時

１１月２６日（日）午前１０時～午後３時

■会 場

物産館みかど（八頭町大門）

■問合せ 八頭町観光協会 電話 0858-72-6007
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://yazukanko.jp/

【植田正治のリフレイン】
伯耆町（ほうきちょう）にある植田正治写真美術館では、企画展示「植田正治
のリフレイン」が開催中です。世界的写真家、植田正治の時代ごとで異なる
手法の作品や、時代を超えて繰り返されるテーマなどをご覧いただけます。
■会 期

１１月３０日（木）まで

■開館時間 午前９時～午後５時（最終入館は閉館の３０分前まで）
■休館日

火曜日（祝祭日の場合は翌日）

■入場料

一般９００円 高校・大学５００円 小・中学生３００円

■問合せ

植田正治写真美術館（伯耆町須村） 電話 0859-39-8000
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.japro.com/ueda/

【塩谷定好（しおたにていこう）写真記念館企画展「芸術写真の味わい」】
琴浦町（ことうらちょう）にある国の登録有形文化財に登録されている「塩谷
定好写真記念館」では、地元琴浦町出身の写真家、塩谷定好の作品が鑑
賞できます。塩谷定好は、海外でも評価の高く、大正から昭和にかけて芸
術写真の分野で国内の草分け的存在として活躍した写真家です。生まれ
育った故郷を愛し、生涯にわたり山陰地方の自然や暮らしを撮り続けた芸
術作品をゆっくりとご鑑賞ください。
■展示期間 平成３０年３月２６日（月）まで
■開館時間 午前９時～午後４時
■休館日

火曜日

■入館料

一般３００円、中学生以下無料

■問合せ

塩谷定好写真記念館（琴浦町赤碕） 電話 0858-55-0120
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://teiko.jp/index.php
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３．とっとりの自然情報！
【日野町オシドリ観察小屋】
鳥取県の県鳥でもある「オシドリ」が、秋から春先にかけて日野川に飛来
します。日野町にあるオシドリ観察小屋では、多い時は１，０００羽を超え
る姿を間近で観察できます。
■期 間

１１月１日（水）～平成３０年３月中旬（期間内無休）

■場 所

オシドリ観察小屋（日野町根雨）

■時 間

午前７時～午後５時

■料 金

無料

■問合せ 日野町企画政策課 電話 0859-72-0332

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.town.hino.tottori.jp/1125.htm
【石谷家住宅（いしたにけじゅうたく）秋の庭園特別公開】
智頭町（ちづちょう）にある石谷家住宅は、江戸時代鳥取藩最大の宿場
町として栄えた智頭宿の中で最も大きな建物のひとつで、国の重要文化
財に指定されています。国の名勝に登録されている庭園が特別公開さ
れます。
■日 時 １１月１０日（金）～１２日（日）、１１月１７日（金）～１９日（日）
※各日とも午前１０時～午後４時（館内見学は午後５時まで）
■料 金 ２００円
（別途入館料として、大人５００円、高校生４００円、小・中学生３００円が必要。幼児、高齢者無料※要証明証）
■定休日 毎週水曜日（４月～１１月は無休）
■問合せ 国指定重要文化財石谷家住宅 一般財団法人因幡街道ふるさと振興財団（智頭町智頭）
電話 0857-75-3500 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.ifs.or.jp/contents/resi.html

【米子水鳥公園】
山陰屈指の野鳥の生息地で、ラムサール条約に登録されている「米子
水鳥公園」は、一年を通じて水鳥をはじめ様々な生き物を観察できます。
秋から冬にかけて、コハクチョウやマガン等多くの野鳥が飛来します。
■開館時間 午前８時３０分～午後５時３０分
(１１月～３月の平日、平成３０年１月２日（火）、３日（水）)
午前７時～午後５時３０分
(１１月～３月、土・日・祝日、平成３０年１月１日（月・祝）)
午前９時～午後５時３０分（４月～１０月）
※平成３０年１月１日（月・祝）～３日（水）は臨時開園予定です
■定休日

火曜日（祝日と重なった場合は翌日）、祝日の翌日（土曜日、日曜日を除く）
１２月２９日（金）～３１日（日）

■入館料

大人３１０円、小中学生、７０歳以上、障がい者手帳をお持ちの方は無料

■問合せ

米子水鳥公園 （米子市彦名新田） 電話 0859-24-6139
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.yonago-mizutori.com/
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【「星取県」で楽しめる星空スポットマップのアプリ版が出来ました！】
星の見えやすさ日本一の鳥取県は、多くの人に美しい星空を眺めていた
だきたいという思いを込めて「星取県」になりました。
このたび、おすすめの星空スポットを投稿したり、県内の星空スポットが
手軽に検索できるスマートフォン用の星空マップアプリが出来ました。
星を撮影し投稿できる、「みんなで星空マップを作ろうキャンペーン」が、
１２月３１日（日）まで開催中です。
■問合せ 鳥取県観光戦略課 電話 0857-26-7237
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ https://www.hoshitori.com/

４．交通情報
【大山山麓定額タクシー】
１０月、１１月の期間限定で、米子から大山寺や植田正治写真美術館まで、定額のお得なタクシープランが
登場。紅葉シーズンや芸術の秋に利用しよう！
≪皆生温泉⇔大山寺≫
■運行期間

１１月６日（月）～３０日（木）

■料 金

１，０００円／人（２人以上で乗車の場合に限る）

■受付窓口

＜皆生温泉から乗車の場合＞
皆生温泉旅館組合（受付時間：午前９時～午後６時） 電話 0859-34-2888
＜大山寺から乗車の場合＞
大山町観光案内所（受付時間：午前８時３０分～午後５時） 電話 0859-52-2502

≪米子駅⇔植田正治写真美術館≫
■運行期間

１１月３０日（木）まで

■料 金

２，０００円／台

■受付窓口

＜米子駅から乗車の場合＞
米子市観光案内所（受付時間：午前９時～午後５時） 電話 0859-22-6317
＜植田正治写真美術館から乗車の場合＞
植田正治写真美術館（受付時間：午前９時～午後５時） 電話 0859-39-8000

■注意事項 ≪皆生温泉⇔大山寺≫≪米子駅⇔植田正治写真美術館≫とも、乗車前に受付窓口で利用
申し込みが必要です。
■問合せ

鳥取県西部観光商工課 電話 0859-31-9372
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.pref.tottori.lg.jp/148796.htm
平成２９年１０月２６日発行

〔とっとり観光ニュース〕
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(著作権表示が付いている記事等は除く)。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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