１とっとりのカニ
あまり知られていませんが、実は鳥取県はカニの水揚量日本
一です。
「ズワイガニ」の雄は「松葉がに」と呼ばれ、ぎっし
りと詰まった身と上品な旨味が楽しめる鳥取を代表する冬の
味覚です。その他、
「ベニズワイガニ」、
「親がに（ズワイガニ
の雌）
」
、
「若松葉がに」といろいろな種類のカニが楽しめます。
「ベニズワイガニ」は９月から、
「松葉がに」は 11 月から、
「若
松葉がに」は１月からとそれぞれ漁期が定められています。
松葉がに

【蟹取県ウェルカニキャンペーン今年も始動！！】
毎年、大好評の「蟹取県ウェルカニキャンペーン」が今年も始動します！
期間中に対象施設に宿泊し、キャンペーンへの応募者の中から抽選で毎月 100 名様（総勢 600 名
様）に「鳥取の美味しいカニ」をプレゼントします。皆生温泉や三朝温泉など、冬の味覚の王様「松
葉がに」を堪能できる温泉地をはじめ、県内の観光にぴった
りのお宿が対象施設です。
また、昨年も好評だったフォトコンテストや県内周遊スタ
ンプラリーを今年も開催します。
今年の「蟹取県」も見逃せません！
■期間

９月１日（土）～2019 年２月 28 日（木）

■問合せ

鳥取県観光戦略課 電話 0857-26-7237
URL https://www.kanitoriken.jp/

蟹取県ウェルカニキャンペーン

【カニが主役の水族館！かにっこ館】
鳥取市賀露（かろ）港の「とっとり賀露かにっこ館」は、鳥
取県特産の松葉がにやベニズワイガニのほか、巨大なタカアシ
ガニなど約 30 種類のカニを中心に、さまざまな水生生物を観
察できます。ふれあい水槽ではカニやウニ、ヒトデなど海の生
き物に直接触れることができるほか、体験実習室では、カニの
竹細工や折り紙体験、甲らなげゲームなどのイベント体験もで
きます。
「見て」
、
「触れて」、
「体験できる」子ども連れにおすす
めの水族館です。
とっとり賀露かにっこ館

＜おすすめポイントを聞いてみました＞
かにっこ館では、土日祝日にはいろいろな親子イベントを行って
おり、子どもから大人まで楽しめます。また、鳥取の魚水槽と屋外
プールの魚の餌やりイベントも開催し、水槽の上からエサを投げる
とお腹をすかせた魚たちがどんどんとエサを食べる姿が見え、子ど
もたちに大人気のイベントです。
■所在地

鳥取市賀露町西３-27-２

■定休日

火曜日※変更有

■入場料

無料

■開館時間 9:00～17:00（最終入館 16:45）
■問合せ

とっとり賀露かにっこ館 電話 0857-38-9669
URL

https://www.pref.tottori.lg.jp/kanikkokan/
－1－

ふれあい水槽

【山陰海岸を学ぼう！山陰海岸ジオパーク 海と大地の自然館】
「山陰海岸ジオパーク海と大地の自然館」のある岩美町
は松葉がにの漁獲量が日本一です。館内では、多くのカニ
が生息している山陰海岸の地形・地質を模型や標本でわか
りやすく紹介しています。体験学習室（３Ｄシアター）で
大迫力の３Ｄ映像を楽しんだり、体験学習コーナーで山陰
海岸の砂や生き物を調べたりすることもできます。年間を
通して、野外観察会や自然講座なども開催しており、
「山陰
海岸ジオパーク」の魅力を、思う存分楽しみながら学ぶこ

山陰海岸ジオパーク海と大地の自然館

とができます。
＜おすすめポイントを聞いてみました＞
館内に設置した水槽は海の中を再現し、山陰海岸の磯や海中の生
き物の様子を間近で観察できます。展示室では魚や動物の標本やレ
プリカ、体験学習室では大地の歴史や“いのち”の誕生を３Ｄ映像
で紹介しており、子どもから大人まで幅広い年代の方に楽しんでい
ただけます。
山陰海岸で見られるカニ類のはく製

■所在地

岩美町牧谷 1794－4

■定休日

月曜日、国民の祝日の翌日、年末年始（12/29～1/3） ■入場料

無料

※７月 20 日～８月 31 日は毎日開館
■開館時間 9:00～17:00（７月～８月の毎週土曜日は 18:00 まで開館）
■問合せ

山陰海岸ジオパーク海と大地の自然館
URL

２

電話 0857-73-1445

https://www.pref.tottori.lg.jp/255369.htm

ガイド付き散策ツアーで鳥取を発見！

【ＤＩＳＣＯＶＥＲ ＷＥＳＴハイキング】
決まった日の決まった時間に集合場所へ行けば、現地ガ
イドがコースを案内してくれる「ＤＩＳＣＯＶＥＲ

ＷＥ

ＳＴハイキング 地元ガイドとまち歩き」は、予約もガイド
料も不要とあって、人気が高まっています。歩いて見つけ
る、そして感じる町の魅力。現地ガイドだから知っている
歴史や裏話などを聞きながら、散策を楽しめます。
＜倉吉の歴史・文化探求コース＞
倉吉白壁土蔵群

白壁土蔵群や商家の町並みなど、日本の古き良き時代の

面影を色濃く残す倉吉の町歩きとともに、名所の蔵ではお土産の買い物なども楽しめます。
■開催日

2019 年３月までの土・日・祝日
（１月１日は除外日）

■集合場所 倉吉白壁土蔵群観光案内所（倉吉市魚町）
■集合時刻 10:00

■距離 約 1.5ｋｍ

■所要時間 約２時間
■問合せ

倉吉白壁土蔵群観光案内所
電話 0858-22-1200

「倉吉の歴史・文化探求コース」ガイド
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【ライフセーバーと歩く皆生ビーチウォークガイド】
海の安全を守るライフセーバーが、ビーチの楽しみ方や
海の安全に役立つ基礎知識などを、皆生温泉街から皆生ビ
ーチまで歩きながらガイドします。
ガイドの内容は、
「くらげに刺された時の処置の仕方」や
「離岸流の抜け方」から、エコライフのための生活情報ま
でバラエティ豊かです。
日本の渚百選に選ばれた弓ヶ浜（ゆみがはま）の美しい
海岸をウォーキングしてみませんか。
■集合場所 米子市観光センター（米子市皆生温泉）

皆生ビーチウォークガイドの様子

■期間

通年（７時～、15 時～、16 時～）※12 月 30 日～１月３日までは休業

■人数

２名～

■所要時間 約 60 分
■問合せ

■料金

500 円／お一人様（保険料込）

■申込み

事前予約要（３日前までに）

米子市国際観光案内所 電話 0859-22-6317
URL http://www.yonago-navi.jp/
※当日の天候により、中止の場合があります。

３

新着情報・トピックス

【大人達の社会見学 陸上自衛隊・米子駐屯地】
米子市内にある「陸上自衛隊・米子駐屯地」を社会見学できます。ビデオや史料館で基地の概要が
学べるほか、展示戦車との記念撮影も可能です。陸上自衛隊グッズや限定商品も購入することができ、
普段立ち入ることのできない、基地の内部は見ごたえたっぷりです。
■場所

陸上自衛隊米子駐屯地（米子市両三柳 2603）

■期間

通年（土・日・祝日を除く）

■人数

15～40 名 ■料金 無料

■所要時間 約 100 分
■申込み

事前予約要（2 週間前までに）

■問合せ

米子市観光協会 電話 0859-37-2311
URL http://www.yonago-navi.jp/

※基本施設内の写真撮影は禁止です。
展示戦車

※急な任務等により、見学を中止させていただく事があります。

【山陰海岸国立公園鳥取砂丘ビジターセンターオープン】
鳥取砂丘に新たに「山陰海岸国立公園鳥取砂丘ビジターセンター」が開館します。ビジターセンタ
ーとは国立公園の情報提供や案内をする施設で、館内には砂丘の自然や歴史などの展示、ドローンな
どで撮影された迫力のある砂丘の姿を体験できるミニシアター（すならく）があります。
また、鳥取砂丘や周辺でのアクティビティや観光の案内窓口、休憩スペース、足洗場なども備えて
おり、鳥取砂丘に訪れるなら、是非立ち寄りたい施設です。
■オープン日 10 月 26 日（金）予定
■所在地

鳥取市福部町湯山（鳥取砂丘駐車場内）

■入場料

無料

■開館時間

9:00～17:00

■問合せ

鳥取市鳥取砂丘・ジオパーク推進課

■定休日 無休

電話 0857-20-3036
（10 月 26 日オープン前まで）

山陰海岸国立公園鳥取砂丘ビジターセンター
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【とっとり秋旅・冬旅パスポート「トリパス」発行！】
秋冬の鳥取をお得に周遊できる観光パスポート「トリパス」が、この秋も登
場します。周遊スタンプラリーや県内 170 以上の施設で受けられる割引・特典
情報が満載です。トリパスを手に入れて楽しく周遊しましょう。
■利用可能期間

10 月１日(月)～2019 年３月 31 日(日)

■パスポート設置場所 [県内]観光案内所、道の駅、観光施設、宿泊施設
[県外]鳥取県県外事務所（東京、名古屋、大阪）、
とっとり・おかやま新橋館、鳥取県近郊の道の駅等
■問合せ

(公社)鳥取県観光連盟 電話 0857-39-2111
URL

http://www.tottori-guide.jp/toripass/

「トリパス」

４

イベント情報

【1300 本のたいまつ行列】
大山で行われる「たいまつ行列」は、毎年６月の夏山開き祭
前夜祭に行われますが、今年は「大山開山 1300 年」を記念し
て、秋にも特別にたいまつ行列が開催されます。大神山神社奥
宮から約 1.4km に渡り繋がれるたいまつの炎の川は圧巻です。
大山博労座会場では、屋台やステージイベントなどの催し
があり、たいまつ行列に参加しなくてもイベントを楽しむこ
とができます。
■日時

９月 30 日(日) 19:00～

■会場

大神山神社奥宮～博労座駐車場（大山町大山）

たいまつ行列の様子 Ⓒ一般社団法人大山観光局

■問合せ （一社）大山観光局 電話 0859-52-2502
URL http://tourismdaisen.com/info/event/1300taimatsu/
【とっとりバーガーフェスタ 2018】
今年もご当地バーガーの祭典「とっとりバーガーフェス
タ」が開催されます！地域色豊かなバーガーが全国から集
結し、ご当地バーガー日本一を決定します。日本全国から集
まった美味しいご当地バーガーを食べて、ぜひ日本一を決
める一票を美味しかったバーガーへ投票してください！バ
ーガーフェスタ 10 年目の記念大会を開山 1300 年を迎える
大山で一緒に楽しみましょう。
■日時

10 月７日(日)、８日(月・祝)

■会場

大山寺・博労座駐車場（大山町大山）

とっとりバーガーフェスタの様子

■問合せ とっとりバーガーフェスタ実行委員会事務局 電話 0859-52-2523
URL http://www.tottori-bf.jp/
平成３０年７月２５日発行
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、旅行会社の皆様をはじめ、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。ご不明な点はお問合せください。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 ファクシミリ

0857-39-2100

E-mail kanren@tottori-guide.jp ＜インスタ始めました！「insta_tottori」で検索！＞
鳥取県観光情報（とっとり旅の生情報）
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URL http://www.tottori-guide.jp/

