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春のおすすめ花めぐり

【東郷湖羽合（はわい）臨海公園「あやめ池公園」
】
東郷湖のほとりにあるあやめ池公園は、四季折々の花が
咲き誇り、園内を散策しながら花を鑑賞できます。憩いゾ
ーンもあり、大人も子どもも楽しめます。
＜春～初夏の花ごよみ＞
○芝桜 ４月中旬～下旬 ○藤 ５月初旬～上旬
○花ショウブ ６月初旬～下旬
■所在地 湯梨浜町藤津 650

あやめ池公園

■問合せ 東郷湖羽合臨海公園 電話 0858-32-2189

芝桜

藤

花ショウブ

【住雲寺（じゅううんじ）の藤】
住雲寺の境内には樹齢約 50 年の藤の大木が４本あり、
別名「ふじ寺」と呼ばれています。花の房が六尺（約 1.8
ｍ）まで垂れ下がる「六尺フジ」という日本で数カ所しか
ない珍しい品種の藤が鑑賞できます。ＧＷ期間中には、
毎年恒例の「藤まつり」が開催されます。
■見ごろ ５月上旬～中旬
■所在地 大山町古御堂 513
■問合せ 大山町観光案内所 電話 0859-52-2502
【牧谷（まきだに）
、唐川（からかわ）のカキツバタ群落】
例年５月に濃い紫色のカキツバタが見事に咲き誇る自
生地が岩美町にあります。唐川のカキツバタ群落は、天
然記念物に指定されています。
＜牧谷のカキツバタ＞
■所在地 岩美町牧谷 ■見ごろ ５月初旬～中旬
＜唐川のカキツバタ＞
■所在地 岩美町唐川 ■見ごろ ５月下旬～６月初旬
■問合せ 岩美町観光協会

電話 0857-72-3481
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遊歩道が整備された「牧谷のカキツバタ群落」

２

ゴールデンウィークは鳥取で遊ぼう！

ゴールデンウィークにあわせた様々なイベントや体験が県内の観光施設等で開催される予定です。
自然豊かな鳥取を思いっきり楽しもう！
【氷ノ山（ひょうのせん）ふれあい館

響の森】 【鳥取二十世紀梨記念館 なしっこ館】

響の森は、氷ノ山の豊かな自然を魅力的に展

日本で唯一梨をテーマにした博物館。鳥取県

示・紹介しているほか、様々な自然体験プログ

産の梨３品種の食べくらべができ、
「見て・学ん

ラムが用意されています。

で・遊んで・味わう」体験型博物館です。

■所在地 若桜町つく米

■所在地 倉吉市駄経寺町 198-4

■問合せ 氷ノ山自然ふれあい館 響の森

■問合せ 鳥取二十世紀梨記念館 なしっこ館

電話 0858-82-1620

電話 0858-23-1174

＜ＧＷイベント＞

＜ＧＷイベント＞

ネイチャーキッズフェスティバル（4/27～5/6） ＧＷなしっこまつり（4/27～5/6）
【むきばんだ史跡公園】

【夢みなとタワー】

大山の麓・弥生時代の遺跡を整備したむきば

日本一低いタワーとして認定されています

んだ史跡公園では、弥生時代にタイムスリップ

が、高さ 43 メートルの展望台から日本海や大山

したような古代体験ができます。

を一望でき、360 度のパノラマが楽しめます。

■所在地 大山町妻木 1115-4

■所在地 境港市竹内団地 255-3

■問合せ むきばんだ史跡公園

■問合せ 夢みなとタワー

電話 0859-37-4000

電話 0859-47-3800

＜ＧＷイベント＞
＜ＧＷイベント＞

・ダンボール遊園地 2019 恐竜ワールド（3/16～5/6）

ＧＷは、むきばんだ日和（5/3～5/6）

・夢みなと工房（3/16～5/6 までの土・日・祝日）
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【伝統行事 三朝（みささ）温泉

「陣所（じんしょ）」】

端午の節句に三朝温泉街で行われる大綱引きで、国の
重要無形文化財に指定されています。東と西に分かれ、
藤かずらで編んだ長さ 80 メートル、周囲 1.5 メートル、
重さ２トンの綱を引き、観光客も加わった盛大な綱引き
が行われます。東が勝てば豊作、西が勝てば商売繁盛と
いわれています。
大綱引きが終わると、綱を縁起物として持って帰るこ
とができます。

陣所

■日にち ５月４日（土）

■開催場所 三朝温泉街（三朝町三朝）

＜大綱引き史料館 陣所の館＞
陣所が開催される三朝温泉には、大綱引きで使用される藤かずら
で編んだ実物の大綱を展示する「陣所の館」があります。
（木曜休館日、入場無料）
■問合せ 三朝温泉観光協会 電話 0858-43-0431
URL

http://spa-misasa.jp/

【伝統行事 宇倍（うべ）神社

陣所の館

例祭】

因幡国の一の宮である宇倍神社の例祭は、古くから伝
わる県指定無形民俗文化財「麒麟獅子舞（きりんじしま
い）
」が奉納されます。この獅子は、県東部周辺を中心に
見られる一本角が特徴の荘重で厳粛な舞として脚光を
浴びています。
御幸祭では、全国屈指の大御輿が担ぎ出され、宮出し
と宮入り時の石段担ぎは圧巻です。また、武者行列や鳥
取藩の参勤交代の姿を伝える奴の舞が練り歩きます。
■日にち ４月 21 日（日）
■問合せ 宇倍神社 電話

■開催場所 宇倍神社とその周辺（鳥取市国府町宮下）
0857-22-5025 URL

【伝統行事 日吉（ひよし）神社

https://www.ubejinja.or.jp/index.php

神幸神事「よいとまかせ」
】

380 年以上の歴史を持ち、獅子舞や山車が出て、約 200
人の氏子が町内を練り歩き、人々の健康や安全、作物の
豊作等の幸福を祈願します。
先導役のかけ声「えんよーいやな、えんよいとまかせ、
さささ、さーよいとまかせ」は、
「いい世の中だな、さあ、
もっといい世の中でありますように」という意味で、こ
のかけ声から祭りそのものも「よいとまかせ」と呼ばれ
ています。
■日にち ５月３日（金）

■開催場所 日吉神社周辺（米子市淀江町西原）

※午後２時ごろに、行列が日吉神社を出発します。
■問合せ 日吉神社 電話

0859-56-2152（当日は対応できません。
）
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３

レトロな「ボンネットバス」ツアーで岩美の食を満喫
昭和 40 年代に製造された「ボンネットバス」で、岩美・
浦富海岸周辺を巡るバスツアーが毎年企画され、今年は、
岩美の夏の食を満喫できるツアーが登場します。
＜立ち寄り箇所＞
鳥取砂丘→浦富海岸島めぐり遊覧船→東浜周辺散策→
東浜野外施設でバーベキュー→道の駅きなんせ岩美→
トゥジュール（洋菓子とパンが人気のお店）

■催行日 ６月９日（日）
、７月７日（日）

■人数 各先着 20 名（満席になり次第締め切り）

■参加費 7,000 円（税込）※岩美のお土産付き

■出発／到着時間 10:00／16:45（鳥取駅）

■申込み・問合せ （株）日本交通旅行社鳥取営業所 電話 0857-26-3111
※ボンネットバスでめぐるバスツアーは、上記ツアーのほか、「バス愛好家さんこだわりコース」
や「アニメの世界へようこそコース」も設定されています。詳細はお問合せください。

４

大山周遊に大活躍「大山る～ぷバス」運行開始

米子駅から大山方面の観光地や見どころを周遊する観光路線バス「大山る～ぷバス」がゴールデン
ウィークから運行予定です。今回から家族で気軽に乗車できるよう、子ども用乗り放題乗車券が乗車
特典付きで新登場。お得に便利に大山の旅を楽しめます。
＜観光スポット一例＞お菓子の壽城、森の国、大山寺、桝水高原、大山まきばみるくの里 など
■期 間 ＧＷ（4/27～5/6）
、6/1～2、7/6～11/24 の土・日・祝日
夏休み期間（7/27～8/18）及び紅葉シーズン（10/19～11/10）は毎日運行
■料 金 乗り放題乗車券

1,200 円（子ども 600 円）／１日

※米子－大山寺通常運賃 片道 720 円（子ども 360 円）
■問合せ 日本交通（株）米子営業所 電話 0859-33-9116

５

シャキシャキとした食感が特徴

鳥取のらっきょう

鳥取のらっきょうは、鳥取県東部の鳥取市福部町や鳥取県中部
の北栄町の砂丘地で栽培が盛んで、例年５月下旬から出荷が始ま
ります。シャキシャキとした歯切れの良さと、白く美しい肌は砂
丘栽培ならではのものです。
■旬の時期 ５月下旬～６月中旬
■問合せ

県庁食のみやこ推進課 電話 0857-26-7853
URL

https://www.pref.tottori.lg.jp/178187.htm

らっきょうの加工場

平成 31 年２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 ＜インスタ好評公開中！「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/

