
－1－ 

 

 

 

１ 春のおすすめスポット 
 
【山陰随一の梅林 野花梅渓（のきょうばいけい）】 
 
湯梨浜町特産の「野花豊後（のきょうぶんご）」という梅

を栽培している野花地区には、東郷湖や日本海を望む景観
のよい梅林があります。約 2,000 本の梅の木があり、淡い
ピンク色の美しい花を咲かせます。 
■所 在 地 湯梨浜町野花 ■見頃 ３月上旬～下旬  
■アクセス 倉吉駅から車で 10分 
 
＜野花梅渓散策ツアー＞  
開花時期には、梅林を散策する限定ツアーが企画され、

高台から梅林を望む美しい景色が楽しめます。 
■所要時間 約１時間   
■受入人数 20名～100名 ※事前予約制 ■料金 330円/人 
■問 合 せ 湯梨浜町観光協会 電話 0858-35-4052 URL https://www.yurihama-kankou.jp/ 
 
【若桜鉄道 ＳＬ機関車と桜】 
 

若桜町には、一風変わった桜の名所があります。 
若桜鉄道の終着駅「若桜駅」では、桜の開花時期にＳＬと

桜が同時に楽しめ、夜にはライトアップも行われます。登録
有形文化財にもなっている給水塔と桜や、駅舎と桜を鑑賞し
たり、カメラに収めたり、多くの人が訪れます。 
 

■所 在 地 若桜町若桜 ■見頃 ４月上旬～中旬 
■アクセス 鳥取駅から汽車で 50分 

（郡家駅から若桜鉄道に乗換え 若桜駅下車） 
■問 合 せ 若桜町観光協会 電話 0858-82-2237 

URL http://kanko.town.wakasa.tottori.jp/ 
 
【牧谷（まきだに）、唐川（からかわ）湿原のカキツバタ群落】 
 
毎年５月～６月にかけて見事に咲き誇るカキツバタの自

生地が岩美町にあります。 
カキツバタの花言葉は「幸福が来る」。とても縁起がよく、

万葉集にも読まれています。 
 

＜牧谷のカキツバタ＞ 
牧谷の又助池（またすけいけ）は、砂丘の後背地に形成さ

れた潟湖（せきこ・ラグーン）の名残です。 
美しい濃い紫色のカキツバタが咲き誇り、毎年多くの愛好

家が集います。花の盛りには「一日茶屋」が開催され、小さ
いハタハタの蒲焼きをのせたお寿司「じんたん寿司」や飲み
物などが販売されます。 
■所在地 岩美町牧谷 
■見  頃 ５月上旬～中旬 ■駐車場 普通車６台 ■アクセス 岩美駅から車で４分  
＜唐川のカキツバタ群落＞ 
唐川には、標高 400ｍの谷間に発達した中国地方の代表的な湿原があり、小川や大沢池に沿って、

湿原植物が自生しています。国の天然記念物に指定されているだけあって、濃い紫色のカキツバタが
広大に咲き揃い、県内はもとより、全国から花の愛好家が訪れる穴場スポットです。 
■所在地 岩美町唐川  
■見 頃 ５月下旬～６月上旬 ■駐車場 普通車 15台 ■アクセス 鳥取駅から車で 35分 
 
■問合せ 岩美町観光協会 電話 0857-72-3481 URL http://iwamikanko.org/ 

牧谷のカキツバタ群落 
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２ とっとりの伝統行事、伝統芸能 
 
【䖝井（むしい）神社 花篭（はなかご）祭り】 
 

美しい花篭を神社に奉納する「花篭祭り」は、県東
部の山間地域に広く見られている特徴的な行事です。 
䖝井神社の花篭祭りは、太陽に見立てて作った花篭

を、化粧をした裸の若者がマワシを締めて背負い、素
足で神社に奉納する祭りです。花篭は、竹を細く割っ
たひご（ヤナギという）に、五色の色紙を巻き付けた
造花を挿したものです。 
神官のお祓い後、ヤナギを抜いて持ち帰り、屋根に

投げ上げておくと、疫病や火難除けのまじないになる
といわれています。（県指定無形民俗文化財） 
 
 

■開催日 毎年 10月 28日 
■場  所 䖝井神社（智頭町大呂 967） ■アクセス 智頭駅から車で 15分  
■駐車場 普通車 10台           
■問合せ 䖝井神社 電話 0858-75-3824 
 
【笑い誘う伝統芸能 だるま踊り】 
 
鳥取市郊外にある倉田八幡宮の秋季大祭では、張

り子のだるまをかぶったユニークな「だるま踊り」
の奉納が行われています。 
踊りの起源は諸説ありますが、大正末期ごろに地

域住民から発案され、因幡の傘踊りの前座として
「だるま踊り」が踊られるようになり、初盆に奉納
する踊りとして伝わったとのことです。一時途絶え
ていましたが、30年程前に倉田八幡宮に在籍する中
大路地区の氏子らが「中大路だるま踊り保存会」を
発足させ、踊りが復活しました。 
境内を飛び跳ねて踊る姿は、見物客の笑いを誘

い、いまでは秋の風物詩のひとつとなっています。 
 

■開催日 ９月 15日に近い土曜か日曜日 
■場 所 倉田八幡宮（鳥取市馬場 299） ■アクセス 鳥取駅から車で 15分 
■駐車場 普通車 15台 
■問合せ 倉田八幡宮 中大路だるま踊り保存会 電話 0857-53-1235 

 
３ 世界一！ １日最大 40万個のどらやきを生産する工場  
 

米子市にある丸京製菓（株）の本社工場は、10本のラインから、１日最大
40 万個のどらやきが生産される世界一のどらやき工場です。 
どらやきは、打楽器の「銅鑼（どら）」に似ていることから名付けられたも

ので、「銅鑼」は、港の船出の合図や神社などの祈願の際に打ち鳴らされる縁
起の良い楽器と言われています。 
氷温熟成製法にこだわったあんこで作られるどらやきは、日持ちがよく、

全国のスーパーや量販店などで販売されています。 
そして、どらやきを食べてしあわせ（４合わせ）になれるよう４月４日が

「どらやきの日」として登録されています。 
 
■所 在 地 米子市旗ヶ崎 2002-2（本社工場・事務所・直売店） 
■問 合 せ 丸京製菓（株） 電話 0859-22-4136 

URL http://www.marukyo-seika.co.jp/ 
■直営店舗 丸京庵（米子市灘町 3-57）電話 0859-31-0285  

■アクセス 米子駅から車で 10 分  
■営業時間 10:00～18:00  
■定 休 日 火曜日、第２、４月曜日   

どらやき製造ライン 

本社工場外観 
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４ 鳥取砂丘コナン空港と鳥取港 ツインポート情報 
  
鳥取県の空の玄関口・鳥取砂丘コナン空港と、漁港・

鳥取港周辺のグルメスポットをつなぐ一本道「かにっこ
空港ロード」は、車で約３分、自転車で約 10 分の距離
で、信号がないため、渋滞もなく快適に走ることができ
ます。飛行機の待ち時間を利用して、日本海の海の幸や、
とうふちくわなどの地元ソウルフード、話題のスポット
などが楽しめます。 
 

【レンタサイクルで観光しよう！】 
 
鳥取砂丘コナン空港で自転車を借りれば、周辺の観光地・かにっこ館や、食事や買い物ができる鳥

取港（マリンピア賀露）まで約 10 分。また、時間のある方は、鳥取砂丘や、白兎神社までサイクリ
ングもオススメです。 
 

■貸出場所 鳥取砂丘コナン空港 国内線１階インフォメーションカウンター 
（鳥取市湖山町西４丁目 110-5） 

■利用時間 8:00～17:30（事前予約不可 受付 17:00まで） 
      ※受付時に、本人と確認できる証明書（免許証・学生証など）を提示ください。 
■料   金 １日 1,500円（保険料込み） ※令和２年３月 31日までは、特別料金 700円で貸出中。  
■台   数 電動アシスト付き自転車 ６台 
■問 合 せ 鳥取空港ビル（株）総務部 電話 0857-28-1402  
      URL https://www.ttj-ap-bld.co.jp/news/event/detail/29 
 
【すなばのかに小屋 期間限定で営業中！】 

 
鳥取港（マリンピア賀露）に、冬の味覚の王者「かに」を

気軽に食べられる「すなばのかに小屋」が期間限定で営業し
ています。 
かに小屋では、新鮮なカニや貝の食材を自分で選んで焼

いて食べることができ、楽しみながらカニを味わうことが
できます。 
「松葉がに」と「ベニズワイガニ」を食べ比べて、違いを

楽しむのもおすすめです。 
 
■場所 すなばのかに小屋（鳥取市賀露町西３丁目 27-1）  
■期間 ～３月 20日（金）   
 

■営業時間 10:00～17:00（ラストオーダー16:30） 
■定 休 日 水曜日 ■アクセス 鳥取砂丘コナン空港から車で３分  
■問 合 せ  すなばのかに小屋 電話 0857-31-4650 

URL http://www.sunaba.coffee/news/68.html 
 
５ 新着情報 
 
【境夢みなとターミナル 令和２年４月グランドオープン】 
 

国際フェリーの就航や、大型クルーズ船の寄港に対応
した貨客船ターミナル施設「境夢みなとターミナル」が、
令和２年４月、境港市にグランドオープンします。 
施設には、大山、美保湾が眺望できる展望デッキ、大

型クルーズ客船に対応できるＣＩＱエリアや、イベント・
展示会など多目的利用が可能な待合ホールが整備され、
山陰の海の玄関としての役割が期待されます。 
 

■所 在 地 境港市竹内団地 252-2 
境港外港竹内南地区  

■施設設備 展望デッキ、待合ホール、ＣＩＱエリア（税関・出入国管理、検疫など）、 
ＯＡフロア（２室）、会議室（１室） 

■問 合 せ 境港管理組合 電話 0859-42-3705 URL http://www.sakai-port.com/ 
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【白砂青松の弓ヶ浜サイクリングコース 令和２年３月下旬全線開通】 
 
境港から皆生温泉までの海岸線を結ぶ「白砂

青松の弓ヶ浜サイクリングコース」のうち、整
備区間約 2.5kmが令和２年３月に完成する予定
で、これにより全線開通します。 
今年４月に完成予定の貨客船ターミナル「境

夢みなとターミナル」から、日野川河口までの
ルートです。 

風光明媚な日本海
や大山を眺めなが
ら、砂浜や松林の中
を走る変化に富んだ
コースで、傾斜がほ
とんどなく初心者に
もオススメです。 
米子鬼太郎空港近

くの美保湾展望駐車
場には、駐輪場も整
備されており、海越
の大山や飛行機の離着陸の景色を楽しみながら走ることができます。 
また、皆生温泉街を通るので、足湯にも気軽に立ち寄れます。 

 
■区 間 境港市竹内団地から米子市皆生新田３丁目まで 
■距 離 約 15.8km 
■問合せ 鳥取県西部総合事務所地域振興局西部観光商工課  

電話 0859-31-9629  
URL https://www.strava.com/routes/22883857 

 
   
【WEST EXPRESS銀河 令和２年５月８日（金）運行開始】 
 
鉄道の旅を気軽に楽しむ長距離列車「WEST EXPRESS銀

河」の運行が令和２年５月８日（金)から始まります。    
関西と山陰を結ぶ夜行特急列車で、ファミリー向けの

個室や、女性専用のノビノビ座席など、一両毎に異なる
様々な座席が用意されています。また、読書や語らいな
ど静かにゆったり過ごしたり、夜間でも遊べたり、常務
員室の横ならではの風景が見られるなど多彩なフリー
スペースが設けてられており、乗客が思い思いに過ごす
ことができます。 
 
■期  間 令和２年５月８日（金）から令和２年９月  
■区  間 京都・大阪～出雲市間（夜行特急列車） ※２往復/週程度 
 
＜下り列車（出雲市行き）京都 21時頃発 → 出雲市９時半頃着＞  
停車駅 京都、新大阪、大阪、三ノ宮、神戸、西明石、姫路、生山、米子、安来、松江、 

玉造温泉、宍道、出雲市 
 
＜上り列車（大阪行き）出雲市 16時頃発 → 大阪６時頃着＞  
停車駅 出雲市、宍道、玉造温泉、松江、安来、米子、根雨、備中高梁、神戸、三ノ宮、大阪 
 

■問合せ 鳥取県庁観光戦略課 電話 0857-26-7273  
                                   令和２年１月 27日発行 
 
 
 
 
 
 
パワポから貼り付け 

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/ 

画像：JR西日本 

空港近くのサイクリングコース 
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