１

鳥の演劇祭２

鳥取発の新しいかたちの演劇祭です。鳥取県出身の『鳥の劇場』主宰の演出家・中島諒人（なか
しままこと）さんは、東京大学卒業後、演出家として東京・静岡を中心に活動していましたが、２
００６年より拠点を鳥取市鹿野町へ移動。旧鹿野小学校体育館にて定期的に公演を行い、今年も「鳥
の演劇祭２」として、下記のとおり演劇祭を開催します。
演劇祭では作品を見るだけでも楽しいものですが、その
他、アーティストのスペシャルトークや、芝居創りの現場
のぞき体験、シンポジウムなども予定しています。また、
せっかくなら鳥取の豊かさを感じてもらいたい！という
ことで、周辺の自然や伝統を楽しむ「とっとり体験プログ
ラム」も実施予定です。
演劇ファンのみならず、演劇初心者の方も楽しめるイベ
ント盛りだくさんの『鳥の演劇祭』へぜひ足を運んでみて
劇団木花（韓国）による上演作品
はいかがでしょうか。
「ロミオとジュリエット」より
詳しくは鳥の演劇祭ウェブサイトをご覧下さい。
■開催期間
平成２１年９月４日（金）～２７日（日）
■会
場
鳥の劇場（鳥取市鹿野町鹿野 1821‐1 旧鹿野小学校・旧鹿野幼稚園）
■問合せ窓口
鳥の演劇祭 TEL：0857-84-3612
■チケットのご予約
鳥の劇場 TEL：0857-84-3268 電子メール：ticket@birdtheatre.org
○鳥の演劇祭ウェブサイト

２

http://www.birdtheatre.org/engekisai/

「砂で世界旅行」を新テーマに「砂の美術館－第３期展示－」開催

「砂の美術館」は日本で唯一「砂」を素材にした彫刻作
品を展示する野外美術館です。昨年開催した第２期展示で
は、約８ヵ月の開催期間中に延べ３２万人の入館者を記録
しました。また、今年４月１８日から５月３１日までの間、
「２００９鳥取・因幡の祭典」のオープニングイベントと
して開催された「世界砂像フェスティバル」には、約１ヶ
月半の期間中に３５万人もの入場者が全国各地から訪れま
した。「世界砂像フェスティバル」が大盛況に終わり、その
熱が冷めならぬ今年の秋、
「砂の美術館－第３期展示－」を
下記内容で開催します。
写真は「音楽と光のファンタジー」イメージ
今回は１６世紀から１８世紀に華開いたオーストリアの貴族文化と、その栄華を舞台に現れた偉
大な音楽家たちにスポットを当てます。世界遺産に登録されているオーストリアの建造物や、ハイ
ドン、モーツァルトといった偉大な音楽家たちを砂の彫刻で再現するとともに、夜はライトアップ
で幻想的に演出します。
また、オープニング記念イベントとして、音楽と光を駆使したエンターテイメント「音楽と光の
ファンタジー」を期間限定で開催します。秋はぜひ鳥取砂丘へお越しください。

★オープニング記念イベント（期間限定）★
☆イベント名 「音楽と光のファンタジー」
☆開催日時
平成２１年９月１８日（金）～２３日（水）
☆内
容
音楽と光を駆使したエンターテイメント

午後６時～８時

■作品テーマ
■会
期

『砂で世界旅行・オーストリア編～貴族文化と音楽の都を訪ねて～』
平成２１年９月１８日（金）～平成２２年１月３日（日）［無休］
※悪天候の場合は閉館する場合があります。
■場
所
鳥取市福部町湯山 2083-17（鳥取砂丘情報館サンドパルとっとり隣接地）
■開館時間
午前９時～午後８時（入館は閉館 30 分前まで）
※日没後は毎日ライトアップ
■観 覧 料
一般 300 円、小中高校生 200 円
※20 名以上の団体の場合は、50 円割引
※障がい者手帳所持者は無料
■お問い合わせ先 鳥取砂丘情報館サンドパルとっとり TEL：0857-20-2231
○砂の美術館

３

http://sakyu.city.tottori.tottori.jp/museum/

鳥取空港－鳥取砂丘を直結！乗り合いジャンボタクシー運行開始

鳥取空港ご利用の観光客のみなさまに、鳥取県の代表的な観光地「鳥取砂丘」へもっと簡単にお
越しいただけるよう、鳥取空港－鳥取砂丘を直結する乗り合いジャンボタクシーの試験運行を開始
します。詳細は下記のとおりです。
■運行期間
・乗客人数
・運行期間
・運 行 日
・出発時間
・発 着 場
・所要時間
・運
賃
■お問い合わせ先

４

９人／１台
平成２１年９月１８日（金）～平成２２年１月３日（日）
土・日・祝日（１２月２３日から１月３日までは毎日運行）
※９／１８（金）は、
「砂の美術館」開催初日のため、特別に運行。
［鳥取空港発］ ２便着の１０分後
［鳥取砂丘発］ ３便・４便発の１時間前
［鳥取空港］
国際会館（国内線ターミナルビル隣）前
［鳥取砂丘］
砂丘会館横・砂丘センター前
約１５分程度
５００円／１人（子ども・身障者半額）
※乗車時に乗車券をお買い求めください。
日本交通 TEL：0857-26-6111、大森タクシー TEL：0857-23-6511
旭タクシー TEL：0857-28-0081、鳥取自動車 TEL：0857-26-6111

コスプレで町おこしを！～第２回中華コスプレアジア大会～

鳥取県中部、東郷湖畔にある国内最大級の中国庭園「燕趙
園（えんちょうえん）
」で「第２回中華コスプレ・アジア大
会」が開催されます。この庭園は鳥取県と中国河北省の友好
のシンボルとして、本場中国の技師が設計し、中国産の材料
を輸入して建設された本格的なもので、瑠璃色の瓦や柱、天
井に施された色彩画が異国情緒を醸し出しています。２００
５年にはＳＭＡＰの香取慎吾さん主演の月９ドラマ「西遊

記」のロケが行われ、放送を見たコスプレーヤーたちが燕趙園に集うようになりました。
これを町おこしにつなげたいとの思いから中華コスプレ大会を開催したところ大盛況。昨年１０
月には中国、韓国からもコスプレーヤーが集い、アジア大会を初開催。今年は２回目のアジア大会
となります。町おこしの新しいかたちとしても注目のイベントです。もちろん、見学のみも大歓迎
です。
■日
■会
■内

時
場
容

平成２１年１０月２４日（土）～２５日（日）
中国庭園燕趙園（鳥取県東伯郡湯梨浜町引地５６５－１）
［１０月２４日（土）９：００～２１：００］
昼間撮影
９：００～１７：００
交流会
１８：００～１９：３０
夜間撮影
１９：３０～２１：００
［１０月２５日（日）９：００～１７：００］
昼間撮影
９：００～１７：００
コンテスト １１：００～１３：００
■参
加
費
お一人につき １日のみ２，０００円、２日間 ３，５００円
■交流会参加費
お一人につき３，０００円（夜間撮影込み）
■そ
の
他
○「燕趙園」は通常開園しておりますので観覧希望の方も入園いただけます。
※通常入園料が必要です。
○夜間撮影は交流会参加者のみの特典です。
○その他詳細は下記までお問い合わせください
■お問い合わせ先 中華ｺｽﾌﾟﾚﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ日本本部事務局（中国庭園燕趙園内）TEL：0858-32-2180
○中華コスプレプロジェクト http://www.pulse.vc/cos/
○中国庭園「燕趙園」 http://www.encho-en.com/

５

第４回ゆるキャラ カップ in 鳥取砂丘
Ⓡ

～オレ達はゆるくない！～

ゆるキャラ 王国 鳥取県に、全国のゆるキャラ が大集合！
鳥取県を代表する観光地「鳥取砂丘」を舞台に、トリピーなど
で知られる“ゆるキャラ ”５０体以上が全国から集まり、障
害物競走、相撲などの競技に挑戦する日本一の大運動会です。
昨年の第３回大会では、５２体が参加し、鳥取県湯梨浜町の
中国庭園「燕趙園（えんちょうえん）
」のキャラクター「天天
（テンテン）」が優勝。戦いを制した者だけが手にすることの
できる優勝カップを目指して、今年も熱い戦いが繰り広げられ
ます。
今年は、スペシャルゲストとして“ゆるキャラ ”の名付け親で知られる「みうらじゅん」さん
と世界の舞台で活躍するフレアバーテンダー「前田兄弟」をお迎えする予定です。
また、前日の３１日にはプレイベントとして、鳥取砂丘でゆるキャラ達との記念撮影大会やフォ
トコンテスト、ゆるキャラ を探せ！スタンプラリー等を行うなど、ゆるキャラ 達との楽しくふれ
あう催しを予定しているほか、砂丘で人気を集めているアトラクション「パラグライダー」のミニ
体験も実施します。
Ⓡ

Ⓡ

Ⓡ

Ⓡ

Ⓡ

■開 催 日
◇プレイベント
日時：平成２１年１０月３１日（土）

Ⓡ

午前１０時～午後３時（予定）

会場：鳥取砂丘周辺
◇決 戦 日
日時：平成２１年１１月 １日（日） 午前９時３０分～午後３時３０分
会場：鳥取砂丘オアシス広場
■入 場 料
無 料
■お問い合わせ先 ゆるキャラ カップ in 鳥取砂丘 実行委員会
事務局（(社)鳥取県観光連盟内） TEL：0857-39-2111
Ⓡ

※ 共催イベント：
「らっきょうの花フェア」、「第１回カレーグランプリ in 鳥取砂丘」
○鳥取県観光連盟 http://www.tottori-guide.jp/448/2796.html

６

らっきょうの花フェア

１０月下旬になると鳥取砂丘周辺のらっきょう畑には紫
色の花が一斉に咲き誇り、
“紫色のじゅうたん”が敶き詰め
られているような光景が広がります。新しい観光名所として
の「鳥取砂丘らっきょう畑」を県内外の多くの方に知っても
らうため、お花の見ごろにあわせて、「らっきょうの花フェ
ア」を開催します。
■実施期間

平成２１年１０月３１日（土）・１１月１日（日） 午前１０時～午後３時
※お花の見ごろ 10 月 31 日（土）～11 月 8 日（日）
■場
所
鳥取砂丘らっきょう畑＆砂丘観光商店街＆オアシス広場
■主
催
鳥取砂丘魅力アップ協議会
■お問い合わせ先
鳥取砂丘情報館サンドパルとっとり TEL：0857-20-2231
鳥取市観光案内所 TEL：0857-22-3318

７

「大山（だいせん）」で「ご当地バーガー」の祭典を開催！

最近、全国各地で地元独特の食材を生かした個性豊か
なハンバーガーが続々と登場する中、国立公園「大山」
のふもとの桝水高原（鳥取県伯耆町）で「ご当地バーガ
ー」を集めた祭典「とっとりバーガーフェスタ vol.１」
が開催されます。
開催は１１月７日（土）
、８日（日）の２日間。県内の
新鮮な食材やオリジナルバーガーを全国に発信します。
大山和牛のステーキをぜいたくに使った大山バーガーな
どのほか、「ご当地バーガー」ブームの火付け役とも言える「佐世保バーガー」なども参戦します。
■イベント名
■開 催 日
■場
所

とっとりバーガーフェスタ vol.１
平成２１年１１月７日（土）、８日（日）
大山桝水高原駐車場

大山バーガーとは、鳥取県産黒毛和牛ヒレ肉のステーキを、オーガニックフルーツを使い、ゆっ
くりと時間をかけ発酵させた天然酵母と国産小麦、天然塩・砂糖を使った体に優しいバンズにはさ
んでいます。また、ソースは地元産の生醤油をベースに、たまねぎ、大山バターを使用した和風オ
ニオンステーキソースで、もちろん野菜も出来る限り地元産を使用。とことん地元の素材にこだわ

った、まさしく大山の自然が生んだハンバーガーです。
大山バーガーは、今年の「食のみやこ鳥取県」新・名物料理コンテストで大賞を受賞。桝水フィ
ールドステーションで数量限定で販売しております。
［桝水フィールドステーション］
■場 所 ：西伯郡伯耆町大内桝水高原１０６９－５０
■営業時間：午前９時～午後５時
※大山バーガー／販売時間 午前１１時～午後３時／値段８５０円
■定休日 ：毎週火曜日
■電 話 ：０８５９－５２－２４２０
○国立公園・大山「桝水高原」 http://www.masumizu.net/

８

「鳥取砂丘イリュージョンⅦ」

鳥取砂丘の冬の風物詩として定着し、今年で７回目を
数える「鳥取砂丘イリュージョン」
。
「鳥取砂丘」と「環
境」をテーマに、ツリーやアーチ、階段状の光のステッ
プなど、計２０万球以上のイルミネーションが冬の鳥取
砂丘を幻想的に演出します。
今年は１２月１２日（土）から１２月２６日（土）ま
で開催します。クリスマスシーズンは、
「砂の美術館」
と「鳥取砂丘イリュージョンⅦ」をご覧いただき、幻想
的でロマンチックな光の空間で素敵なひとときをお過
ごしください。
■期

間

平成２１年１２月１２日（土）～平成２１年１２月２６日（土）
午後６時～１０時
■場
所
鳥取砂丘周辺（鳥取市福部町湯山）
■主
催
新生鳥取砂丘イリュージョン実行委員会（（社）鳥取青年会議所）
■お問い合わせ先
鳥取県生活環境部 砂丘事務所 TEL：0857-22-0583
○鳥取砂丘イリュージョン公式サイト

９

http://www.tottori-sakyu.jp/

「日本のまつり２００９・鳥取」の観覧者募集中！

今年１０月、鳥取県は、鳥取市を会場とし「日本の
まつり・２００９鳥取」を開催します。
このイベントは、日本全国のお祭りや地域伝統芸能
を一堂に集めて競演を行う伝統芸能の関係では国内最
大級のイベントで、毎年各県持ち回りで開催されてい
ます。この度の鳥取大会では、北は秋田県より「秋田
竿燈」、南は沖縄県から「エイサー」
、そしてその他の
地域からも、徳島県の「阿波踊り」や、富山県の「越
中八尾おわら風の盆」など、合わせて全国１８の祭り
や伝統芸能が鳥取県に大集合します。
また、麒麟獅子舞や因幡の傘踊りをはじめとする鳥取県の芸能団体も約１４０団体の参加が見込
まれているほか、鳥取県、鳥取市と交流関係にある韓国、中国、ロシア、モンゴル、ドイツなど８

地域からの参加も予定されています。
「日本のまつり・２００９鳥取」は、鳥取市内４会場で開催されますが、メイン会場のとりぎん
文化会館梨花ホールでの公演観覧については、両日とも入場整理券が必要であり、下記のとおり公
演観覧者を募集します。多くのみなさまの応募をお待ちしております。
［観覧者募集］
■受付期間
■応募方法

■応募先

～平成２１年９月１０日（木）必着
郵便番号、住所、氏名、電話番号、観覧希望日（10 月 10 日・10 月 11 日・どち
らでもよい）
、希望人数（２名様まで）を記入して、「はがき」、「メール」または
「ファクシミリ」で応募先にお申し込みください。両日の観覧をご希望の方は、
観覧希望日ごとに１通ずつお申し込みください。応募された方には、日付指定の
入場整理券をお送りします。なお、応募者多数の場合は、抽選となりますのでご
了承ください。座席指定は、公演当日に入場整理券と引き換えになります。
※一般用座席数 １，４００席程度
〒６８０－８５７０ 鳥取市東町１丁目２２０番地
鳥取県文化観光局文化政策課内「日本のまつり・２００９鳥取」観覧希望係
TEL：0857-26-7843／FAX：0857-26-8108／電子メール：bunsei@pref.tottori.jp

［日本のまつり２００９・鳥取］
■開催期間
平成２１年１０月１０日（土）・１１日（日）／前夜祭９日（金）
■会
場
メイン会場：とりぎん文化会館（入場整理券必要）
サ ブ 会 場：鳥取駅前風紋広場、若桜街道、コカ・コーラウエストスポーツ
パーク（自由観覧）
※コカ・コーラウエストスポーツパークでは、鳥取県の海の幸・山の幸が集ま
る食のイベント「食のみやこ鳥取県フェスタ」を連携開催。
■主
催
鳥取県、鳥取市、財団法人地域伝統芸能活用センター
■お問い合わせ先
「日本のまつり・２００９鳥取」地方実行委員会事務局
（鳥取県文化観光局文化政策課内） TEL：0857-26-7843
○日本のまつり・２００９鳥取 http://www.pref.tottori.lg.jp/matsuri/

10

第１回鳥取砂丘検定試験

鳥取砂丘は、日本を代表する観光資源であり、国内外に誇
れる貴重な財産です。
鳥取砂丘検定は、砂丘がどんなものなのか、鳥取砂丘の地
形や地質、生きものたち、鳥取砂丘と人とのかかわりなど鳥
取砂丘に関する多分野にわたる内容を知っていただくことを
目的とした試験です。
この機会にぜひチャレンジしてみてはいかがでしょうか。
■日 時
■試験地

■受験料

平成２１年９月２７日（日） 午後１時３０分～３時
鳥取会場（鳥取産業会館・鳥取商工会議所ビル）
東京会場（都道府県会館［千代田区平河町］）
名古屋会場（中日ビル［名古屋市中区］）
大阪会場（大阪駅前第三ビル［大阪市北区］）
１，０００円

■申込期間
■申込方法

～平成２１年９月９日（水）
受験申込書（郵便振替払込取扱票）に必要事項を記入し、郵便局で受験料を納付
してください。

［公式テキスト］
試験問題は公式テキストを中心に出題されます。
■テキスト名 砂丘を知ろう鳥取砂丘検定公式テキストブック
■規 格
Ａ５判 フルカラー６６ページ
■価 格
８４０円
■取扱場所 鳥取県内の主な書店、鳥取砂丘周辺施設および鳥取市観光
協会。楽天ブックスでも販売中。
■お問い合わせ先
鳥取砂丘検定実行委員会事務局（鳥取市観光協会内） TEL：0857-26-0756
鳥取県文化観光局観光政策課 TEL：0857-26-7238
～鳥取砂丘検定７大特典～
☆合格者特典
１ 合格者の氏名をホームページで公表（希望者のみ）
２ 鳥取砂丘検定認定証の交付
３ 鳥取砂丘検定特製ピンバッチの交付
☆受験者特典（全員）
４ 第３期「砂の美術館」の入場券
５ 鳥取砂丘周辺の協賛施設割引券の提供
６ 季刊誌『鳥取ＮＯＷ』を提供
☆受験者限定宿泊プラン
７ 鳥取砂丘検定受験者限定の宿泊プラン（９／２６のみ）を提供（協賛施設は下記のとおり）
～協賛施設～
（鳥取温泉） 観水庭こぜにや、しいたけ会館対翠閣、ホテルモナーク鳥取
（岩井温泉） 明石家、花屋旅館
（吉岡温泉） 木風呂の宿 みや川、薬師湯 新生館、あづまや旅館、福田屋旅館、北川旅館、
たから屋旅館、摘草の宿 湯菜花
（浜村温泉） 浜村ビューホテル
（鹿野温泉） お宿 夢彦
○とりネット（鳥取県公式ホームページ）
https://www.pref.tottori.lg.jp/sakyukentei/
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冬の味覚の王者「松葉がに」

毎年１１月になるとズワイガニ漁が解禁となり、県内の漁
港は待ちに待った「松葉がに」の水揚げで活気づきます。
「松葉がに」とは成長したズワイガニの雄で、北陸地方で
は「越前がに」とも呼ばれます。また、「松葉がに」の雌を
「親がに」または「子持ちがに」
、脱皮して間もない雄を「若
松葉がに」と呼んでいます。
「松葉がに」は殻が固く、ずっしり重くてハサミが太いの
が特徴です。「若松葉がに」は脱皮後間もないので殻が柔ら
かいのが特徴で、値段が松葉がにと比べて安いので、地元では隠れた人気者です。また「親がに」

はお腹のフタが丸く、卵を抱えており、親がにの味噌汁は鳥取では家庭料理として馴染み深い料理
です。かにすき、かに刺、焼きがに、かに味噌など、鳥取でかに三昧をご堪能ください。
また、鳥取県は“山陰最古の湯”で知られる岩井温泉をはじめ、多くの温泉地に恵まれており、
数々の個性豊かな温泉があります。本場・鳥取県の「松葉がに」と「温泉」をお楽しみください。
○鳥取県観光情報「冬の味覚」 http://yokoso.pref.tottori.jp/dd.aspx?menuid=2092
○鳥取県観光情報「ゆったり温泉」 http://yokoso.pref.tottori.jp/dd.aspx?menuid=2057

編集・発行：鳥取県文化観光局観光政策課 電話 0857-26-7237 FAX 0857-26-8308 E-mail kankou@pref.tottori.jp
発行年月日：平成 21 年 8 月 25 日 県内外のマスコミ関係者の皆様に、地元の視点から県内観光スポットや関連イベ
ント等を紹介します。この観光ニュースは、マスコミ等の皆様へ定期的にお届けし、記事等の参考にしていただけ
るように心掛けて作っています。しかしながら、紙面には限りがあります。不明なところなどは気軽にお問い合わ
せくださいますようお願いします。複製・転載可。
（一部画像を除く。
）
－鳥取県観光情報はこちらから → http://yokoso.pref.tottori.jp/

