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１ 美術館・歴史館を巡る 

【鳥取民藝美術館】 

 昭和初期に民芸運動を進めていた鳥取の医師、吉田璋也（よしだしょうや）
が設立した美術館です。 

吉田璋也が指導した新作民芸、鳥取地方や李朝陶磁器、日本・中国・西洋
の古民芸の収蔵品が多数陳列されています。今年創設 70周年を迎えます。 

■所在地 鳥取市栄町 651 
■料金 一般 500円、大学生 300円（高校生以下・70歳以上の方無料） 
■営業時間 10:00～17:00 
■定休日 水曜日（祝日の場合は翌日）、年末年始 
■問合せ （公財）鳥取民藝美術館 電話 0857-26-2367 
     URL https://mingei.exblog.jp/ 
 

【渡辺美術館】 

 鳥取の医師、渡辺元が昭和初期から収集した約３
万点の古美術品を収蔵しています。甲冑や刀剣の収
蔵数は国内屈指で、鳥取池田家伝来「浦島虎徹」の
復元刀や、鳥取県指定保護文化財「平家物語 宇治
川先陣・弓流図屏風」、国内最古・桃山時代の「曽我
物語図屏風」など見どころ満載です。 

■所在地 鳥取市覚寺 55 
■料金 一般 900円、高校・大学生 500円、 
    小中学生 300円 
■営業時間 月・水・木・金曜日 10:00～15:00、 
      土・日曜日及び祝日 10:00～17:00 
■定休日 火曜日（祝日開館、翌日休館） 
     年末年始（12/30～1/2） 
■問合せ （公財）渡辺美術館 電話 0857-24-1152  
     URL http://watart.jp/ 
 

 

【鳥取市歴史博物館 やまびこ館】 

 江戸時代の鳥取城下町を中心に、古代から現代までの鳥取の歴史・
文化を常設展示しています。 

＜特別展示 豊臣期の因幡＞ 10月 12日（土）～11月 24日（日） 

宮部継潤（みやべけいじゅん）が鳥取城に入る天正９年から、
関ヶ原合戦が起こる慶長５年までの因幡と豊臣政権について、宮
部継潤と亀井茲矩（かめいこれのり）を中心に紹介します。

■所在地 鳥取市上町 88 
■料金 300円（高校生以下無料、特別展示は料金別途必要） 
■営業時間 9:00～17:00（最終入館 16:30） 
■定休日 月曜日（祝日の場合は翌日）、祝日の翌日、年末年始 
■問合せ 鳥取市歴史博物館 やまびこ館 電話 0857-23-2140 
     URL http://www.tbz.or.jp/yamabikokan/

 

平家物語 宇治川先陣・弓流図屏風 

神猿像（雄像）玉泉寺（滋賀県長浜市）蔵 
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２ とっとりのイルミネーション 

【とっとり花回廊 フラワーイルミネーション】 

日本最大級のフラワーパーク「とっとり花回廊」では恒例の「フラワーイルミネーション」が開催
されます。中国地方トップクラスの規模を誇るイルミネーションで、花と光に包まれる世界を楽しめ
ます。期間中の金・土・日・祝日には、光と花火の共演もあります。皇帝ダリア、ポインセチア、パ
ンジー、ビオラなど季節の花をイルミネーションとともに観賞できます。 

■開催場所 とっとり花回廊（南部町鶴田 110） 
■開催日時 11月 15日（金）～１月 13日（月・祝）17:30点灯～21:00閉園 
      （休園日：12月３日（火）、12月 17日（火）、令和２年１月７日（火）） 
■営業時間 9:00～21:00（11月 15日～30日）、13:00～21:00（12月～１月 13 日）  
■入園料 大人 1,000円、小中学生 500円（４月～11月）、 
     大人 700円、小中学生 350円（12月～1月） 
     ※夜間営業日の 17時以降の入園料 大人 700円、小中学生 350円  
■問合せ とっとり花回廊 電話 0859-48-3030 URL http://www.tottorihanakairou.or.jp/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

※イルミネーションの写真は以前のものです。 
 

【鳥取砂丘イリュージョン】 

 冬の鳥取砂丘の夜を彩る「鳥取砂丘イリュージョン」が今年も開催されます。イルミネーションが
織りなす幻想的な光景とイルミネーションと共に楽しめるイベントも企画されています。イベント
は決まり次第ホームページに順次掲載予定です。 

■開催場所 鳥取砂丘駐車場周辺（鳥取市福部町湯山） 
■開催日時 12月７日（土）～12月 22日（日）17:30点灯～21:00 
■問合せ 鳥取砂丘イリュージョン実行委員会（河原城内事務局） 電話 0858-85-0046 
     URL https://www.tottori-sakyu.jp/（更新予定）  
 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

※イルミネーションの写真は以前のものです。 

ヨーロピアンガーデン 霧の庭園 

 

巨大リースと世界遺産 

 

光のトンネル 

 

http://www.tottorihanakairou.or.jp/
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３ 中部エリア 新名所・お得な情報 

【倉吉に新名所「打吹回廊（うつぶきかいろう）」７月 20日（土）オープン】 

倉吉市の白壁土蔵群の近くに、観光とコミ
ュニティーの拠点として「打吹回廊」がオープ
ンしました。 

打吹回廊は、倉吉銀座商店街沿いにあり、モ
ダンな白壁土蔵風の外観、内装は県産材を使
用し、落ち着きのある空間を演出しています。
館内のショップ「赤瓦十八号館」では、地元の
土産物や農産物の販売や、周辺の観光パンフ
レットコーナーが設置されています。レスト
ランは、地元食材を使用したメニューで、コミ
ュニティルームでの団体受入れを予定しています。 

また、打吹回廊のシンボルである高さ 15 メートルの展望台からは、倉吉の町並みを 360度見渡す
ことができます。 

■所在地 倉吉市明治町 1032-19 
■施設設備 ショップ、レストラン、展望台、コミュニティルーム、イベントステージ、 
      キッズルーム、ビジターセンター 
■営業時間 ショップ「赤瓦十八号館」9:00～18:00、回廊・展望台 9:00～22:00、 
      レストラン「四季の花 打吹天女」11:00～14:00、17:00～22:00 ※水曜定休 
■駐車場 観光駐車場を利用。駐車場から徒歩５分。 
■問合せ 打吹回廊 電話 0858-27-1888 URL https://utsubukikairou.com/ 

 

【鳥取県宿泊者対象 湯～遊（ゆ～ゆう）２デーパス】 

 湯～遊２デーパスは、鳥取中部エリアの倉吉、三朝温
泉、はわい温泉、東郷温泉を運行する区間の路線バスに
２日間乗車できるフリーパスです。利用可能区間の観光
施設を巡るもよし、温泉を楽しむもよし、路線バスを使
って鳥取中部を満喫できます。 

 

■料金 1,300円  
    ※大人・子ども同額、幼児は湯～遊２デーパス所持者同伴の場合１人まで無料 
■利用可能区間 ＪＲ倉吉駅、なしっこ館、倉吉白壁土蔵群、三朝温泉、三徳山、はわい温泉、 
        中国庭園燕趙園、東郷温泉 
■販売場所 ＪＲ倉吉駅内観光案内所、倉吉白壁土蔵群観光案内所、三朝温泉ほっとプラ座、 
      はわい温泉・東郷温泉観光案内所 
■その他注意事項 当券は、日ノ丸バス自動車路線バス・日本交通路線バスの利用可能区間のみで 
         す。区間外から、また、区間外へ乗越した場合、区間端駅からの運賃が発生し 
         ます。 
■問合せ （一社）倉吉観光マイス協会 電話 0858-24-5371 
     ＪＲ倉吉駅内観光案内所 電話 0858-24-5370 
     三朝温泉観光協会 電話 0858-43-0431 
     はわい温泉・東郷温泉観光案内所 電話 0858-35-4052 

 

打吹回廊外観 

ショップ「赤瓦十八号館」 レストラン「四季の花 打吹天女」 
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４ 新着・イベント情報 

【ちづ宿ハイカラ市】 

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、昔にタイムスリップしたかのような時間を満喫できます。 

■開催日 11月３日（日・祝）9:00～16:00 
■開催場所 智頭宿一円（智頭町智頭） 
■内容 ハイカラさんコンテスト、レトロカーの展示、着物体験コーナーなど 
■問合せ （一社）智頭町観光協会 電話 0858-76-1111  

 
 

 

 

 

 

 

 

【国指定重要文化財 石谷家住宅 秋の特別庭園公開】 

敷地 3,000 坪を有する広大な屋敷に、約 40 の部屋がある
大規模な近代和風建築の石谷家住宅の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 
■開催期間 11月８日（金）～10日（日）、 
      11月 15日（金）～17日（日） 
■開催時間 10:00～16:00（館内は 17:00まで） 
■料金 庭園料 200円（入館料が別途必要） 
■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/ 

【第 22回田後（たじり）港大漁感謝祭】 

 田後港は、松葉がにの漁獲量が日本一を誇る岩美町にある漁港で、恒例の大漁感謝祭が開催され
ます。かに汁 1,000食の無料配布や松葉がにのせり市、とれたての鮮魚や野菜の販売などイベント
が盛りだくさん。鳥取駅からイベント会場まで無料シャトルバスが運行されます。 

■開催日 11月 16日（土）8:30～14:00 
■開催場所 田後港（岩美町田後）  
■問合せ 田後港大感謝祭事務局 電話 0857-72-1531 
 
※この他県内の漁港では、かに祭り、大漁感謝祭などイベントが企画されています。 

令和元年８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/ 

トークショー レトロカーの展示 

 


