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１ 歩いて見つける 鳥取の魅力 

【奥大山 木谷沢渓流（きたにざわけいりゅう）】 

木谷沢渓流は、大山南壁を望む奥大山スキー場の向

かいにあります。 

駐車場から渓流へ一歩足を踏み入れると、目の前に

は大自然が広がり、神秘的な風景に包まれます。まる

で別世界で、不思議なパワーが宿るようなこの秘境を

散策し、心を癒してみませんか。 

■所在地 江府町御机太平原（奥大山スキー場向い） 

 

＜木谷沢渓流の散策はガイドにおまかせ＞ 

 奥大山ガイドクルーが渓流の自然や歴史をわかりやすく案

内します。五感を目覚めさせるワークの体験や奥大山の水で入

れた格別のコーヒーも賞味でき、ガイドしか知らないオススメ

の写真スポットも教えてもらえるかも？！ 

■期間  通年（要予約） ■時間 約１時間～応相談 

■料金  １時間 300円／１名（ガイド１名につき10名まで） 

■問合せ 江府町観光協会 電話 0859-75-6007 

                      URL http://www.town-kofu.jp/kanko/15/1/ 

 

【フリーウォーク 赤猪岩（あかいいわ）神社～とっとり花回廊】 

大国主命（おおくにぬしのみこと）が復活・再生を

遂げたと伝えられる南部町の赤猪岩神社には、再起を

願い、多くの参拝者が訪れています。 

そんな「次なる発展への出立の地」赤猪岩神社から

日本最大級のフラワーパーク「とっとり花回廊」へ歩

くコースは、途中、グリーンパーク大山ゴルフ倶楽部

前から大山と日本海の素晴らしい眺望を楽しむこと

ができます。ゴール地点の花回廊では、豚汁のふるま

いがあります。 

■コース 赤猪岩神社（ロングコース 10.5 ㎞スタート地点）

～南部町総合福祉センター（ショートコース 7.5㎞スタート地

点）～えぷろん（農産物加工施設）～グリーンパーク大山ゴル

フ倶楽部～果樹園（富有柿）～とっとり花回廊 

■期間 ３～12月 ■時間 約２～３時間 

■料金 応相談  ■人数 20人～ 

■問合せ 南部町観光協会 電話 0859-30-4822 

 

秋色に色づく木谷沢渓流 

冬のスノーシューガイド 

とっとり花回廊のサルビアと大山 

赤猪岩神社 
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２ 国重要文化財の特別公開 

【石谷家住宅 秋の庭園特別公開】 

敷地 3,000 坪を有する広大な屋敷地に、約 40 の部屋がある大規模な近代和風建築の石谷家住宅。

専属の庭師が代々守り続けた庭園は国の登録記念物（名勝）とされ、期間限定で特別に公開されます。 

■所在地 智頭町智頭 396 

■期間  11月 16日（金）～11月 18日（日）、 

     11月 23日（金・祝）～11月 25日（日） 

■時間  10:00～16:00（館内は 17:00まで） 

■料金  庭園料 200円（入館料は別途） 

■問合せ （一財）因幡街道ふるさと振興財団 

電話 0858-75-3500 

URL https://www.ifs.or.jp/ 

 

【河本家住宅 特別公開】 

河本家は近世には大庄屋等の要職を務めた旧家で、その住宅は、豪農の屋敷構えをよく留めていま

す。建築年代の明らかな民家では山陰地方最古に属しており、大変貴重な建物です。住宅内の欄間や

柱などの細工は繊細で、気品と風格を有します。 

■所在地 琴浦町箆津 393 

■期間  10月 20日（土）～10月 26日（金） 

■時間  10:00～16:00  

■入館料 一般 300円、団体 250円（20名以上） 

■問合せ 河本家保存会 電話 0858-55-0498 

＜河本家住宅を地元ガイドが案内します＞ 

■受入人数 １～50名 ■期間 通年 

■料金  入館料＋ガイド料（2,000円～） 

■問合せ 琴浦町観光協会 電話 0858-55-7811 

URL http://www.kotoura-kankou.com/kankou-category/history_culture/kawamotoke/ 

 

【門脇家住宅 秋季一般公開】 

門脇家住宅は、昭和６年に建てられた茅葺の旧家で、土間から高く組み上げられた太い梁が豪壮な

様相を表しています。また、文政年間に建てられた茶室は、露地と調和して見事な景観です。 

一般公開では、門脇家所蔵の美術品が展示され、「大山友禅染展」、「水引細工展」が行われます。 

■所在地 大山町所子 360 

■期間  11月２日（金）～11月４日（日） 

■時間  10:00～16:30 

■入館料 大人 500円（20名以上 400円）、高校生 300円、 

小中学生 200円 

■問合せ 大山町教育委員会事務局社会教育課文化財室 

電話 0859-54-5212 

URL https://www.daisen.jp/p/1/10/33/3/ 
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３ 日本最古の円形校舎がフィギュアの聖地に 

 「円形劇場くらよしフィギュアミュージアム」は、フィギュ

アがエリアごとに展示され、精巧に作られた日本有数のフィ

ギュアメーカーの作品を一挙に見ることができます。また、 

フィギュアの色付けやジオラマ作りなどの体験もできます。 

1950 年代に多数建築された円形校舎のうち現存する最古の

もので、中央のらせん階段や扇形の教室など独特の特徴を活

かした空間は一見の価値があります。 

 

■所在地 倉吉市鍜治町 1-2971-2 ■開館時間 9:00～17:00（最終入館 30分前）■休館日 なし 

■料金  大人（高校生以上）1,000円、小人（小・中学生）500円 

団体（20名以上）大人 900円、小人 400円 ※体験料は別途。 

■問合せ 円形劇場くらよしフィギュアミュージアム 電話 0858-27-1200 

URL http://enkei-museum.com/ 

 

４ クーポンやチケットで倉吉白壁土蔵群をお得にまち歩き♪ 

【ツアー限定 倉吉白壁土蔵群ランチミールクーポン】 

加盟 12店舗の中から、お客様のお好みの店舗を選び、

各自自由にランチを召し上がれます。 

■クーポン料金 1,000円 ■受入人数 １～40名 

■予約 団体の場合７日前まで 

＜こちらもおすすめ＞ 

【お得なクーポン券 レトロまち歩きチケット】 

約 30店舗で買い物等に利用できるお得なクーポン。 

■クーポン料金 ①500円（550円分のクーポン付） 

②1,000円（1,100円分のクーポン付） ■予約 団体の場合 10日前まで 

【白壁土蔵群 食べ歩きクーポン】 

白壁土蔵群の指定店舗で、倉吉銘菓等と交換できるクーポン。 

■クーポン料金 ①250円券（打吹公園だんご１本、赤瓦煎餅（２枚入り）、ひとくちたい焼き２個） 

        ②400円券（醤油ゼリー１個、白いたい焼き１個、造り酒屋のおせんべい１枚） 

■人数 15名～ ■予約 10日前まで 

■クーポン・チケットの問合せ （一社）倉吉観光マイス協会 電話 0858-24-5371 

仏像のフィギュア 動物ジオラマ作り体験 当時の教室を再現 

円形校舎・旧明倫小学校を活用 

ランチミールクーポン 昼食一例 
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５ 秋の特産品「とっとりの柿」あれこれ 

 鳥取県では、古くから柿が栽培され、「西条柿（さいじょうがき）」と「富有柿（ふゆうがき）」が

主な品種です。鳥取県原産の「花御所柿（はなごしょがき）」も人気が高く、「輝太郎（きたろう）」

というオリジナル品種も登場しています。鳥取ならではの柿をぜひ一度ご賞味ください。 

■問合せ  鳥取県食のみやこ推進課  電話 0857-26-7853 

URL https://www.pref.tottori.lg.jp/178202.htm 

【西条柿】 旬：10月上旬～11月上旬 ※渋柿です。 

細長く溝があり、上品な甘さと口の中でとろける食味が特徴。 

【富有柿】 旬：11月中旬～12月上旬 

果実が大きめで果汁が多く、甘みが強い。甘柿の代表品種。 

【花御所柿】旬：11月下旬～12月上旬 

肉質が緻密で果汁も多く、糖度が 20 度以上と、甘柿の中で日

本一と言われています。 

６ ハイカラ着物とレトロカーで彩る「智頭宿ハイカラ市」 

ハイカラ市は、かつての鳥取藩の宿場町・智頭宿で開催さ

れるイベントです。町にはその時代を感じられるスポットが

多数残っており、大正・昭和時代の着物を着たハイカラさん

が町を歩いたり、数多くのレトロカーが並んだり、レトロを

満喫できます。 

■日時   11月４日（日）9:00～16:00 

■開催場所 智頭宿一円（智頭町智頭） 

■問合せ  智頭宿ハイカラ市実行員会事務局（智頭町観光協会内） 電話 0858-76-1111 

 URL http://www.tottori-inaba.jp/new-tokusyu/chizusyuku/event/ 

７ 旅行商品の造成にご活用ください！「鳥取県観光素材集」 

 鳥取県内の最新観光情報を掲載した「鳥取県観光素材集」の 2019年度版が完

成しました。県内各エリアの観光素材のほか、特集ページでは、鳥取の魅力あ

ふれる情報をテーマ毎に掲載しています。 

＜主なテーマ＞ 

・おすすめフォトスポット ・民藝と手仕事のさと ・鳥鐵ノススメ 

■問合せ （公社）鳥取県観光連盟 電話 0857-39-2111 

     URL https://www.tottori-guide.jp/8158.html 

平成３０年９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〕（公社）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） URL https://www.tottori-guide.jp/ 

花御所柿畑（八頭町） 


