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秋の定番

紅葉情報

例年 10 月下旬から 11 月にかけて、県内では紅葉の見ごろを迎えます。中国地方最高峰の大山をは
じめ、大山滝や小鹿渓など、ウォーキングやドライブも楽しめる紅葉スポットがたくさんあります。
自然豊かな鳥取県ならではの紅葉探しの旅へ出かけましょう。
【圧巻の景観をひとりじめ！大山周辺の紅葉】
見る場所により、様々な景観や山容を楽しめる大山の鑑賞スポットを紹介します。
＜鍵掛峠（かぎかけとうげ）＞
西日本最大級のブナ林が広がり、大山南壁の岩肌や山稜が
美しい絶景ポイント。
■場所

江府町大河原

■問合せ 江府町観光協会

電話 0859-75-6007

＜豪円山（ごうえんざん）のろし台＞
大山の北壁を見るならここが最適です。大山を見て振り返
ると、日本海のパノラマビューも一望できます。
■場所

大山町大山

■問合せ 大山町観光案内所 電話 0859-52-2502

大山南壁 鍵掛峠

＜大山桝水（ますみず）高原＞
大山の麓にあり、なだらかな丘陵が続く標高約 700m の桝水
高原にはススキが群生しており、秋には黄金色に染まる景色を
鑑賞できます。展望台からの景色を楽しむには、天空リフトで
登るのがおすすめです。
■場所

伯耆町大内

■問合せ 大山ますみず高原天空リフト 電話 0859-52-2228
大山

桝水高原

＜年に１度のチャンス！錦秋の大山環状道路を歩こう！＞
大山の紅葉の名所・鍵掛峠やブナ林のトンネル、二ノ沢や
三ノ沢などの美しい景色を通る大山環状道路がウォーキン
グエリアとして年に１度、歩行者に開放されます。
■歩行者開放日時 10 月 27 日（土）7:00～14:00
■ウォーキングエリア 桝水高原～奥大山スキー場（7.5 ㎞）
■問合せ 大山紅葉満喫ウオーク実行委員会
（鳥取県西部総合事務所） 電話 0859-31-9629
大山環状道路から眺める大山

■その他 ＜通行規制について＞

・規制区間内は無料シャトルバスの運行を予定しています（30 分ごと）。
・規制区間内でウォーキングを実施する旅行商品については、事前の手続きにより規制区
間内の車両通行を許可します。
＜同日開催イベント＞・第 10 回秋の奥大山美味いもん祭（会場：奥大山スキー場）
・第２回大山紅葉満喫ウオーク（申込み、参加料要）
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【大山滝】
日本の滝百選にも選ばれている大山滝への道は、遊歩
道が整備されており、途中、滝や吊り橋など名所が続く絶
好のハイキングコースです。滝つぼまではロープをつた
い降りることができます。
■所在地 琴浦町野井倉
■問合せ 琴浦町観光協会

電話 0858-55-7811

URL http://www.kotoura-kankou.com/kankoucategory/nature/daisendaki/
【三朝温泉 小鹿渓（おしかけい）・三徳山（みとくさん）】
小鹿渓や三徳山は、三朝温泉に近接した地域です。三徳山の北側の急峻な山腹には国宝・三佛寺投
入堂をはじめとする歴史的建造物、南側には多くの滝や淵からなる変化に富んだ渓谷美を見せる名
勝・小鹿渓が位置し、小鹿渓には、駐車場や遊歩道が渓床沿いに整備されています。
■問合せ 三朝温泉観光協会 電話 0858-43-0431

＜名勝 小鹿渓＞

＜三徳山＞

■所在地 三朝町神倉

■所在地 三朝町三徳

【ライトアップと楽しむ 旧日野上小学校の大イチョウ】
廃校になった小学校の校庭にあるイチョウは、秋になると黄金色に輝き、
見事な姿で目を楽しませてくれます。夜間には、ライトアップイベント「銀
杏夜会」が期間限定で開催されます。
■銀杏夜会日時 10 月下旬～11 月中旬
18:00～20:00(予定)
■所在地 日南町三栄 1097
■問合せ 日南町観光協会

電話 0859-82-1715

URL https://www.nichinan-trip.jp/
【番外編～鳥取砂丘で花鑑賞！？らっきょうの花】
鳥取砂丘東側で多く栽培されている鳥取県の特産品「らっきょう」
は、例年 10 月下旬から 11 月上旬にかけて花が咲きます。赤紫色の花
が広大な畑一面に咲く姿は圧巻です。
■所在地 鳥取市福部町湯山周辺
■問合せ 鳥取市観光コンベンション協会 電話 0857-26-0756
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鳥取砂丘コナン空港

リニューアルオープン

鳥取の空の玄関口「鳥取砂丘コナン空港」が７月にリニューアルされ、鳥取ならではの魅力的なテ
ナントがオープンし、飛行機を利用されない方も楽しめる観光スポットとして生まれ変わりました。
鳥取にお越しの際は、ぜひお立ち寄りください。新たにオープンしたお店のうち、
「大江ノ郷自然牧
場 HANARE-ハナレ-」を紹介します！
【大江ノ郷自然牧場 HANARE-ハナレ-】
地元食材を使用した手作りのお惣菜で楽しむ天美卵のたまご
かけご飯や、天美卵と牧場ミルクたっぷりの濃厚たまごソフト
に、季節のフルーツやスイーツをトッピングした季節限定のパ
フェなど、ここだけでしか味わえないメニューが楽しめます。
■所在地 鳥取市湖山町西 4-110-5（空港ターミナルビル２F）
■時間

8:00～18:00 年中無休

■問合せ 大江ノ郷自然牧場 電話 0858-73-8211
URL

３

http://www.oenosato.com/news/category/hanare/

芸術の秋

オリジナルパフェ

世界に一つだけの「竹灯籠」を作りましょう！
竹にデザインをかき、ドリルなどで穴をあけて作る竹
灯籠。そんなに力はいらないので、小さなお子様から大
人まで楽しく作ることができます。完成した竹灯籠に灯
りを灯すと心が癒されること間違いなしです。
■所在地 湯梨浜町引地 563-1（道の駅燕趙園隣）
■時間

9:00～17:00

■体験時間 約 30 分

■料金

2,000 円（税込） ■人数 ５～50 人

■問合せ 竹灯籠工房 電話 090-8240-9893
URL

４

https://www.asoview.com/item/activity/pln3000024459/

日本遺産・北前船寄港地に鳥取市が追加認定されました

日本遺産「荒波を越えた男たちの夢が紡いだ異空間～北前
船寄港地・船主集落～」に鳥取市が追加認定されました。構
成文化財に「島（鳥ヶ島）
」が含まれているのが特徴の一つ
です。また、ゆかりの地の一つ「賀露（かろ）神社」には、
日本遺産の説明看板があり、２年に一度行われるホーエンヤ
祭は県の無形民俗文化財に指定されています。また、吉備真
備が中国から囲碁を伝えたという伝説から、囲碁の上達祈願
に多くの方が参拝に来られます。

賀露港沖の鳥ヶ島

＜賀露神社について＞
■所在地 鳥取市賀露町北 1-21-8
■問合せ 賀露神社 電話 0857-28-6505
＜日本遺産について＞
■問合せ 鳥取市観光戦略課 電話 0857-20-3227
賀露神社本殿
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いちおしイベント情報

【冬のイルミネーション情報】
＜フラワーイルミネーション in とっとり花回廊＞
■日時

11 月９日（金）～平成 31 年１月 14 日（月・祝）
17:30 点灯～21:00（最終入園 20:30）
※期間中、休園日あり

■開催場所 とっとり花回廊（南部町鶴田 110）
■問合せ

とっとり花回廊 電話 0859-48-3030
URL http://www.tottorihanakairou.or.jp/

＜鳥取砂丘イリュージョン 2018＞
■日時

12 月８日（土）～12 月 24 日（月・祝）
17:30～21:00

■開催場所 鳥取砂丘（鳥取市福部町湯山）
■問合せ

お城山展望台河原城内 鳥取砂丘イリュージョン
実行委員会事務局 電話 0858-85-0046
URL http://www.tottori-sakyu.jp/

【米子城跡ライトアップ】
米子市街地を見渡せる米子城跡は、石垣や礎石など城郭
の形態をよくとどめており、昼間は、日本海や大山などが
一望でき、ウォーキングコースとしても親しまれています。
天守跡で間近に見るライトアップや夜景の美しさは格別で
すが、市内各所からも鑑賞できます。
■日時

11 月１日（木）～18 日（日）日没～22:00

■開催場所 米子城跡（米子市久米町）
■問合せ

米子市文化振興課 電話 0859-23-5438

ライトアップされた石垣

【第 10 回境港さかな・妖怪ウォーク】
みなとまちの潮風を感じながら、さかなと妖怪のまち・境
港を歩きます。参加者にカニ汁ふるまいや水木しげる記念館
入場無料等お楽しみがたくさんあります。リニューアルした
水木しげるロードを存分に満喫しましょう。
■期日

11 月 18 日（日） ■募集定員 先着 300 名様

■集合場所 水木しげるロード（境港駅前公園）

水木しげるロード

■参加料

一般（高校生以上）1,500 円、小人（小・中学生）800 円、小学生未満 無料

■問合せ

境港さかな・妖怪ウォーク実行委員会

電話 0859-47-3880
平成３０年８月２７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 https://www.tottori-guide.jp/

