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１ 亥年（いどし）因幡伯耆國開運八社巡り始まります 
 

【亥年因幡伯耆國開運八社巡り】 

因幡伯耆國開運八社巡りは、その年の干支に因んだ神社と、縁

起の良い字が使われた神社八社を巡り、開運祈願をしながら、開

運手ぬぐいや招運福紗（ふくさ）に各神社のオリジナル御朱印を

集めていただく企画です。 

 平成 31年の干支「亥」に因んだ神社は、南部町にある「赤猪岩

（あかいいわ）神社」です。 

＜亥年所縁 赤猪岩神社＞ 

 大国主命は、出雲への帰途、兄神たちが猪と偽って転げ

落とした焼けた大岩で命を落としますが、母神と二人の女

神の手によって蘇ったとされています。赤猪岩神社は、そ

の神話の舞台となった場所にあり、「再生・復活」の地とし

て、「再起」へのご加護を願い、多くの参拝者が訪れます。 

境内には、大国主命が抱いて落命したと言い伝えられる

大岩が祀られ、この地を穢さないように地中深くに埋めら

れています。 

 

神社前には売店が設けられ、お守りや古事記に関連した商品、南

部町の特産品などをお買い求めいただけます。 

■所在地 南部町寺内 232 

■売店営業時間 10:30～14:30（平成 31年三が日 9:00～16:00） 

■問合せ 南部町観光協会 電話 0859-30-4822 

URL http://www.town.nanbu.tottori.jp/kanko/ 

＜開運八社＞ 

倉吉 福富神社（ふくどみじんじゃ） 幸運と富貴を招く 

   福積神社（ふくづみじんじゃ） 福が積み重なる 

琴浦 豊榮神社（とよさかじんじゃ） 豊かさと繁栄を招く 

米子 富益神社（とみますじんじゃ） 富貴が増す 

日野 金持神社（かもちじんじゃ）  金運上昇 

日南 福成神社（ふくなりじんじゃ） 福に成る、成功祈願 

   福榮神社（ふくさかえじんじゃ）幸運を呼び込み、繁栄を招く 

   樂樂福神社（ささふくじんじゃ）楽しい生活と幸福を招く 

 

■開運手ぬぐい取扱期間 〔戌年〕～12月 31日まで〔亥年〕12月１日～2019年 12月 31日 

■販売価格 開運手ぬぐい 500円（税込）、招運福紗 800円（税込） 

※取扱所は、ホームページでご確認ください。 

■問合せ  （公社）鳥取県観光連盟 電話 0857-39-2111 

      URL https://www.tottori-guide.jp/kaiun8/ 
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【開運八社巡りと併せて楽しむ 日本神話ゆかりの地】 

鳥取県には、「古事記」や「日本書記」に記された日本神話の舞台が多数あります。開運八社巡り

の亥年所縁神社である「赤猪岩神社」と併せて、日本神話ゆかりの地を巡りませんか。 

 

＜白兎（はくと）神社＞ 

白兎神社には、神話「因幡の白うさぎ」に登場する白うさぎ

（白兎神）が祀られています。白兎の導きで、大国主命と絶世

の美女といわれる八上姫（やがみひめ）が結ばれたといわれ、

縁結びの御利益を求めて多くの方が参拝に訪れます。 

■所在地 鳥取市白兎 603 

■問合せ 白兎神社 電話 0857-59-0047 

     URL https://hakutojinja.jp/ 

 

＜賣沼（めぬま）神社＞ 

賣沼神社は、大国主命と結ばれた八上姫を祀る神社です。神

話「因幡の白うさぎ」は、大国主命が八上姫を尋ねる旅の途中

のお話です。神社に隣接する八上姫公園には、大国主命と八上

姫の恋物語が刻まれた石碑があります。 

■所在地 鳥取市河原町曳田 169 

■問合せ お城山展望台河原城 電話 0858-85-0046 

 

＜大石見（おおいわみ）神社＞ 

大国主命が赤猪岩神社で復活した後、兄神から隠れるため、

大倉山の麓に逃れていたにも関わらず、兄神に謀られ、再び落

命し、母神の助けにより二度目の復活をしたとされる地です。

境内には、葉に銀杏の実が付く「オハツキタイコイチョウ」と

いう珍しい銀杏の木がそびえています。 

■所在地 日南町上石見 819 

■問合せ 日南町観光協会 電話 0859-82-1715 

 
２ 砂の美術館 来期のテーマが決定しました 
 

 砂像を展示する「鳥取砂丘砂の美術館」では、現在「砂で世界旅行・北欧

編」が好評開催中です。来年４月から始まる第 12期のテーマが、「砂で世界

旅行・南アジア編～信仰が息づく多様な文化と平和への道を訪ねて～」に決

まりました。 

 多様な文化が混在する神秘の地「南アジア」を、世界的な砂像彫刻家が再

現します。砂と水だけでできているとは思えない砂像の世界をぜひ一度体

感してください！ 

■期間  2019年４月 13日（土）～2020年１月５日（日） 

■所在地 鳥取市福部町湯山 2083-17 

■問合せ 鳥取砂丘 砂の美術館 電話 0857-20-2231 

 URL http://www.sand-museum.jp/ 
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３ 雨の日雪の日におすすめ！室内で遊べる体験やお出かけスポット 
 

【鳥取市】紙漉き体験 ―あおや和紙工房― 

 千年以上の歴史を持つ「因州和紙」の一大産地・鳥取市

青谷町にある「あおや和紙工房」では、和紙作りが体験で

きます。和紙の展示などもあり、和紙の魅力を楽しめます。 

■所要時間 １時間程度～ ■体験人数 １人～団体可能 

■体験開始時間 9:30～（最終受付 16:00） 

■体験場所 あおや和紙工房（鳥取市青谷町山根 313） 

■問合せ  あおや和紙工房 電話 0857-86-6060 

      URL http://www.tbz.or.jp/aoya-washi/ 

 

【鳥取市】そば打ち体験 ―鹿野そば道場― 

 地元鹿野町産のそば粉と、鹿野の地下水を使ったそば打

ち体験ができます。打ちたてのそばをその場で茹でて食べ

たり、持ち帰ったりすることができます。11 月上旬から新

そばを食べることもでき、旬の味を楽しめます。 

■所要時間 約１時間 30分 ■体験人数 １～40人 

■体験開始時間 10:00～、14:00～ ※要予約 

■体験場所 鹿野そば道場（鳥取市鹿野町鹿野 2448-9） 

■問合せ  鹿野そば道場 電話 0857-84-3888 

URL https://www.shikano-soba.com/ 

 

【湯梨浜町】中国雑技ショー ―中国庭園燕趙園（えんちょうえん）― 

 東郷湖畔に佇む燕趙園は、28の庭園美が楽しめる本格的

な中国庭園です。園内では、毎日、本場中国の雑技団によ

るショーが１日３回公演されており、庭園散策と併せて鑑

賞するのがおすすめです。 

■開催時間 9:30～、13:30～、15:00～ 

■開催場所 中国庭園燕趙園集粋館（湯梨浜引地 565-1） 

■問合せ  中国庭園燕趙園 電話 0858-32-2180 

URL https://www.encho-en.com/ 

 

【三朝温泉】白狼（はくろう）焼 陶芸体験 ―ふるさと健康むら― 

 三朝温泉を見つけたのが白い狼であったという伝説にち

なんで名付けられた「白狼焼」の陶芸体験は、熟練の職人が

サポートしてくれるので、初心者でも気軽に体験できます。

お茶碗やお皿、湯呑みなどが作れます。 

■所要時間 １時間程度～ ■体験人数 １～20人程度 

■体験開始時間 8:30～（最終受付 16:00） 

■体験場所 ふるさと健康むら（三朝町横手 15-1） 

■問合せ  ふるさと健康むら 電話 0858-43-1116 

URL http://spa-misasa.jp/furusato/hakurouyaki/ 
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４ 色鮮やかなオシドリを観察しよう 
 

 毎年越冬のため、日野川には多数のオシドリが飛来

し、多い時には 1,000 羽以上の姿を見ることができま

す。川沿いには「オシドリ観察小屋」が設けられ、その

姿を間近で観察することができます。オシドリが多く

集まる早朝と夕方の時間帯の観察がおすすめです。 

 オシドリは夫婦仲が良いことで知られ、その美しい

姿と微笑ましい光景は一見の価値があります。 

 

■所在地  日野町根雨（日野川沿い） 

■観察期間 11月～３月中旬頃まで  

■観察時間 7:00～17:00 

■問合せ  日野町企画政策課 電話 0859-72-0332 

      URL https://www.town.hino.tottori.jp/oshidori/ 

※写真撮影の際は、フラッシュを使用しないでください。 

 
５ 観光連盟推薦 観光みやげ品を指定しました 
 

 郷土色の豊かさや話題性、品質等の項目で、７品目 17点を審査し、

すべてを（公社）鳥取県観光連盟推薦観光みやげ品として指定しまし

た。指定したみやげ品には、トリピーの合格シールが貼られます。 

＜審査結果（総合得点順）＞ 

１位 因幡の白うさぎ 寿製菓（株） 

２位 とち餅     宝製菓（株） 

３位 鳥取大砂丘   宝製菓（株） 

■認定期間 11月１日～2020年 10月 31日 

■問合せ  （公社）鳥取県観光連盟 電話 0857-39-2111 

      URL https://www.tottori-guide.jp/828/829/23812.html 

平成 30年 11月 26 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） URL https://www.tottori-guide.jp/ 

因幡の白うさぎ とち餅 鳥取大砂丘 

オス（手前）、メス（奥） 

https://www.tottori-guide.jp/828/829/23812.html

