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１ 蟹取県ウェルカニキャンペーン始まります！ 

カニの水揚げ量日本一の鳥取県では、９月からベニ

ズワイガニ漁が解禁され、「蟹取県」となる季節がや

ってきました。毎年大好評の「蟹取県ウェルカニキャ

ンペーン」が９月から始まります。 

期間中、県内対象施設に宿泊し、キャンペーンに応

募すると、抽選で「鳥取の旬のカニ」を毎月 100名様

にプレゼントします。 

鮮やかな紅色で豊かな甘みが特徴の「ベニズワイガ

ニ」や、ぎっしりと詰まった身と濃厚で凝縮された上

品なうまみの「松葉がに（ズワイガニの雄）」、内子と

外子をかかえ、濃厚なかにみそが特徴の「親がに（ズワイガニの雌）」など、鳥取ならではの味が楽

しめます。 

＜蟹取県ウェルカニキャンペーン＞ 

■期間 ９月１日（日）～2020年２月 29日（土） 

■賞品 毎月 100名様（総勢 600名様）に「鳥取の旬のカニ」プレゼント 

■問合せ 鳥取県庁観光戦略課 電話 0857-26-7237 URL https://www.kanitoriken.jp/ 

２ 秋の大山（だいせん）イベント情報 

国立公園大山では、「大山開山 1300年祭」にちなんで実施される「秋のたいまつ行列」や、紅葉が

色づく 10 月下旬から様々な催しが開催されます。紅葉の美しさが西日本随一と謳われる大山でお楽

しみください。 

【秋のたいまつ行列】 

例年、大山夏山開き祭で行われる「たいまつ行列」

が、昨年に引き続き、今年も秋にも開催されます。 

大神山神社奥宮から約 1.4 ㎞に渡り繋がれるたい

まつの炎の川は圧巻で、行列を見たり、たいまつ行列

にも参加したりすることができます。 

当日は、グルメ屋台や大山僧兵太鼓の演奏などイ

ベントも楽しめます。 

■会場  大神山神社奥宮参道（大山町大山） 

■開催日 ９月 28日（土）18:30～ 

■料金  たいまつ（輪袈裟付き）1,300円 ※先着 700名、たいまつのみ  500円 

     ※たいまつ行列への参加は、当日、たいまつ引換券をご購入ください。 

       販売時間・場所などの詳細は、直接お問合せもしくは、公式サイトでご確認ください。 

■問合せ 大山町観光案内所 電話 0859-52-2502  URL http://tourismdaisen.com/ 
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【大山秋色週間】 

大山の紅葉の見ごろを迎える時期に開催される「大山秋色週間」では、毎年 10月 24日に「秋のご

縁日」が開催され、所願成就の祈願を行う「大護摩法要」や、時代衣装をまとった子どもたちが練り

歩く「稚児行列」が行われます。今年は、同日に大山開山 1300 年の最後を飾る「結願法要（けちが

んほうよう）」が特別に行われます。 

＜大山秋色週間＞ ■開催日 10月 20日（日）～11月５日（火） 

＜秋のご縁日＞  ■開催日 10月 24日（木） 

         ■内容  大護摩法要（大山寺）、稚児行列（大山参道～大山寺） 

＜結願法要＞   ■開催日 10月 24日（木） ■会場 大山寺 

■問合せ 大山町観光案内所 電話 0859-52-2502 URL http://tourismdaisen.com/ 

 

【大山の大献灯～和傘灯り～】 

かつては火の神岳とも呼ばれた大山に献灯の和傘

が灯り、大山寺本堂や大神山神社奥宮の参道などで

幻想的な光景が映し出されます。 

大山寺参道沿いの店舗は夜間営業を行うほか、こ

の日しか味わえない大山参道グルメも登場します。 

■開催日  10月 20日（日）～22日（火） 

■点灯時間 19:30～22:00（最終入場 21:30） 

■会場   大山寺山門～神社参道～大山寺本堂 

      （大山町大山） 

■料金  中学生以上 1,000円（参道でつかえる食事・土産物金券 400円付）、小学生以下 無料 

     ※チケットは、当日午後５時から、大山寺参道中程のチケット販売所で販売します。 

■問合せ 大山町観光案内所 電話 0859-52-2502 

     URL http://tourismdaisen.com/feature/14/ 

 

【錦秋の大山環状道路を歩こう！】 

大山の紅葉名所・鍵掛峠や、ブナ林のトンネル、二

ノ沢、三ノ沢などの美しい景色を通る大山環状道路

がウオーキングエリアとして、歩行者に開放されま

す。歩行者に道路が解放されるのは、年に一度だけ。

自然豊かな大山を満喫できます。 

■歩行者開放日時 10月 26日（土）7:00～14:00 

■歩行者開放区間 

  桝水高原～鍵掛峠～奥大山スキー場（7.5㎞） 

  ・歩行者開放区間内は、緊急車輌以外の全ての 

   車輌を通行止とします。 

  ・大山寺～桝水高原はシャトルバス（無料）の運行を予定しています。 

■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 0859-31-9372 

大山南壁 鍵掛峠 



－3－ 

３ 古来の修験道行事「三徳山 炎の祭典」 

 三徳山三佛寺では、毎年 10 月の最終日曜日に「三徳山 炎の祭典」

が開催されます。 

多数の山伏行者が人々の願い事を書いた護摩木を火中に投じるとそ

の願いが叶うという、古来の修験道行事の祭典です。 

火の上を素足で歩く火渡り神事は修験道の秘訣で、身体健康、病気平

癒、大願成就等を願い、多くの観光客の方も参加します。 

■期日  10月 27日（日） 

■会場  三徳山三佛寺境内（三朝町三徳 1010） 

■問合せ 三徳山三佛寺 電話 0858-43-2666  

     URL https://www.mitokusan.jp/ 

４ 観光にお得な乗車券「鳥取藩乗放題手形」 

 県内の主要バスが３日間乗り放題の乗車券が、７月１日から若桜鉄道や八頭町営バス、若桜町営

バスも利用できるようになり、名称も「鳥取藩のりあいバス乗放題手形」から「鳥取藩乗放題手形」

に変わりました。この乗車券は、県内の施設で利用できる入場料金割引等の特典付きで、今回新たに

八頭・若桜にある７施設が協賛施設に追加されました。 

利用可能なバスや鉄道で、有効期間中、何度でも利用できる乗車券なので、お得に周遊ができます。 

■販売金額 1,800円（有効期間：３日間） 

■適用路線 ＜今回追加＞若桜鉄道（郡家駅～若桜駅）、八頭町営バス・若桜町営バスの全路線 

      日本交通（株）及び日ノ丸自動車（株）が運行する県内完結の路線バス全路線、ループ 

      麒麟獅子バス、鳥取市循環バス「くる梨」、米子市循環バス「だんだんバス」他 

■問合せ  日本交通（株） 電話 0857-23-1122、日ノ丸自動車（株） 電話 0857-22-5155 

５ 新着・イベント情報 

【OOE VALLEY STAY（オオエ バレー ステイ）７月 20日 OPEN！】 

緑豊かな里山にある 大江ノ郷リゾートに、閉校の

小学校が宿泊施設として蘇り、「OOE VALLEY STAY」が

オープンしました。満天の星空を眺めたり、小鳥や鹿

の動物の鳴き声を聞いたり、非日常を感じられます。 

宿泊プラン全てに、自慢の天美卵（てんびらん）や

地元で採れた野菜やお米の朝食が付いており、地酒や

クラフトビール、囲炉裏料理が楽しめるダイニングレ

ストランもあります。 

施設近くには、森の中にあるカフェ「ココガーデン」

や「大江ノ郷テラス」があり、山間にあるリゾート空

間を存分に満喫できます。 

■所在地 八頭町下野 331 ※「ココガーデン」・「大江ノ郷テラス」から車で約３分。 

■問合せ OOE VALLEY STAY 電話 0570-008-558 URL https://www.oenosato.com/ 

https://www.oenosato.com/
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【道の駅西いなば気楽里（きらり）６月 30日 OPEN！】 

道の駅西いなば気楽里は、先日開通した山陰道・鳥

取西道路の浜村鹿野温泉 ICに隣接する県道沿いに、

県内で 17番目の道の駅としてオープンしました。 

地元産の朝採れ野菜や魚介類などの食材が並ぶ物

産販売コーナーや鳥取市内にある３つの天然温泉

（鹿野温泉、浜村温泉、吉岡温泉）を使用した足湯を

楽しめます。レストランは、地元産の食材を使用した

料理を提供しています。 

＜メニューの一例＞ 

○酒ノ津（さけのつ）の塩サバ定食 

○鹿肉つみれラーメン 

○鳥取地どりピヨ（鹿野地鶏）親子丼 他 

■所在地  鳥取市鹿野町岡本 280-3 

■施設設備 物産販売コーナー、レストラン、足湯、 

      ファーストフード、飲食コーナー、 

      コンビニ、体験加工室・地域交流室、 

      農産・海産加工室、情報コーナー 

■営業時間 物産販売 9:00～19:00 

      レストラン 10:00～20:00 

■問合せ  道の駅西いなば気楽里 電話 0857-82-3178 URL http://nishiinaba.jp/ 

 

【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（火）～2020年３月 31 日（火） 

■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 他 

■問合せ （公社）鳥取県観光連盟 電話 0857-39-2111 

 

令和元年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） URL https://www.tottori-guide.jp/ 

道の駅西いなば気楽里 外観 

天然温泉を使用した足湯 


