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湯梨浜町観光協会

会員募集中！！

湯梨浜町観光ガイドの会（湯梨浜町観光協会）
（0858）35-4052 Fax（0858）35-4701
★新メンバー募集中
老舗畳店の
ご主人
伊藤さん
定期船お客様の
ご案内役だった
松家さん

■湯梨浜町観光ガイドの会が設立されてから今年で２年目となり、毎年この時期に開催されている「湯梨浜町観光ガイド養成講座」
が始まりました。新メンバーも加わり、基礎的なことから実践で役立つこと、地域に密着したことなど、自身が湯梨浜の魅力を再認
識でき多くの方へ伝えたくなるような内容となっています。養成講座 2 回目となる１０月１３日（火）は、湯梨浜町中央公民館に集
合し、地元の方のお話や、湯梨浜町観光ガイドの会副会長（兼文化財保護委員）土井吉人さんに松崎の伝統的な市「三八市（さんぱ
ちいち）
」を通じて、昭和 15 年頃の松崎駅周辺の商店街地図や資料を参考にしながら松崎の歴史について学びました。

■10 月 22 日（木）養成講座 3 回目
マイクロバスに乗り、東郷湖を中心とした町内の神社・歴史
的建造物・古墳群・カニバスの添乗ルートなどを周りました。
講師はガイドの会会長の田渕喜之さん・副会長の土井吉人さ
ん・事務局。バスの中以外に、主要個所は下車説明をしなが
らみっちりの 2 時間半コース！参加者は地図を照らし合わせ
ながら位置確認をし、メモを取り真剣に取り組みました。
海があり、山もあり、湖があり、そして温泉も湧く湯梨浜を
ますます魅力的に感じる一日でした。

■11 月 5 日（木）養成講座４回目
湯梨浜ウォーキングリゾートについて説明した後、2 名のイン
ストラクターによるウォーキング指導のもと、舎人会館を出
発。大国主命をおまつりする国主神社に立寄り、道中それぞれ
のポイントで土井吉人さんの案内を聞きながら今滝を目指し
ました。運動療法の重要性が再認識されるなかで、運動強度や
アップダウン、景色の違った 7 つのウォーキングコースがあ
る湯梨浜の素晴らしさを再認識できました。途中、雨にも遭い
ましたが、歩かないと見つけられない気づきに感謝！！

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

■アジアトレイルズカンファレンス（ATC）鳥取
大会を記念して、鳥取県中部の湯梨浜町、倉吉市、
三朝町をコースにアジアウォーキングフェスティバル・ツー
デーマーチが開催されました。アジアトレイルズカンファレ
ンスとは、アジア各国からウォーキングやトレッキング関係
者が集まり、トレイル（舗装されていない道、林道、登山道
など）の発展や保全に付いて考える国際会議です。
2014 年 11 月に第 1 回の ATC が韓国済州で開催され、第 2
回目は NPO 未来を中心とした県内ウォーキング関係者による
活動、推進によって鳥取大会が実現しました。
世界初のトレイル団体による国際組織、アジアトレイルズネ
ットワークによって日本・韓国・中国・台湾・ロシアの 5 つ
の国とウォーキング関係者が国境を越えてウォーキングを楽
しむ文化がより普及することが期待されています。
★来年 2016 年 10 月 16 日（日）～18 日（火）には、アジア
だけでなく世界各国から関係者、ウォーカーが集うワールド
トレイルズカンファレンス（WTC）鳥取大会が開催される予
定です。

《ポールレンタルのお知らせ》
ウォーキングステーション３ヶ所で
レンタルできます。

●はわい温泉・東郷温泉観光案内所
(0858)35-4052 9:00~17:00
●はわい夢広場・Café ippo
(0858)35-6161 10:00~17:00
月曜休
●ゆアシス東郷龍鳳閣
(0858)32-2622 10:00~21:30
●あやめ池スポーツセンター
(0858)32-2189 ９:00~22:00
■10 月 17 日（土）第 2 回ゆりはま天女おもてなしウォーク開催
では、湯梨浜の自然、街並み、歴史を楽しむだけでなく、アップ
ダウンや運動強度も配慮した３つのコースに分かれてウォーキン
グを楽しまれました。この日は、当日参加も合わせて 667 人、ウ
ォーキングに従事する約 130 人のボランティア他スタッフも爽
やかな秋の風を感じながら“おもてなし”に努めました。

■10/10(土)街の古本屋さん「汽水空港」が
オープンしました。
（湯梨浜町松崎 434-18
三原屋写真館横）本業は大工さんではなかった？！オーナーの森哲
也さんが建てたという木のぬくもりがいっぱいの店内には、自身が
8 年前から収集した本たちが並びます。古本は、自分ではない別の
人が購入し、たくさんの人がこの本に学び、勇気づけられ、時に泣
き、出逢える一冊。まさに一期一会！ページに残された・・ちょっ
とした「跡」を見つけると、自分自身と重なる部分を感じることが
でき、何だか嬉しくなってきますね。
忙しい日々の中で、時には学びと癒しを求めて
ぜひお出掛け下さい♪

■10 月 24 日（土）
・25 日（日）JA 鳥取中央羽合支
所（湯梨浜町久留）を会場に JA ふれあい農業祭が開
催されました。オープニングには、地元北溟中学校吹
奏楽部の皆さんによる演奏が披露され、続いて農産物
や飲食コーナーの販売開始！もちつきや梨の皮むき
競争、梅干しの種飛ばし、じゃんけんゲームなど幅広
い世代が楽しめるコーナーもあり、参加者は秋のめぐ
みに感謝しながら買い物を楽しんでおられました。
25 日には豪華賞品が当たる大抽選会もあり、食を通
じて地域の人とのふれあいを実感できた 2 日間でし
た。

アロハモニュメントの案内
看板が、東郷湖周の道路沿い
はわい温泉から北へ 600ｍ
付近に設置されました。
遠くからでもよく目立って、分かりやすいですよ。
ハワイゆ～たうん 営 9:00～21:00 (0858)35‐4919

■「アロハモニュメント」は、1996
年から姉妹都市を結んでいる湯梨浜
と(旧羽合町)アメリカ合衆国ハワイ
州ハワイ郡の友好関係の記念碑です。
“アロハ”の言葉が、互いの絆や繋がり
を意味することから、男女で訪れると
恋が成就するとも言われ、多くのカッ
プルが訪れる人気スポットです。お友達同士、恋人同士、ご家族
でモニュメント前で記念撮影をされた画像を、はわい温泉・東郷
温泉観光案内所スタッフに提示していただくと、“ちょこっとプレ
ゼント♪”をさせていただきます。
[問合]湯梨浜町観光協会（０８５８）３５－４０５２

■昭和 5７年に泊で考案されたグラウンド・ゴルフは、いつでもどこでもだれとでも楽しめるスポーツです。
また、身近な楽しい生涯スポーツとして日本だけでなく世界各国でも広く普及し、親しまれています。
11 月 1 日（日）グラウンド・ゴルフの聖地「泊」にあるグラウンド・ゴルフのふる里公園
潮風の丘とまりでグラウンド・ゴルフ国際交流大会 YURIHAMA2015 が開催され、国内に
おられる外国人と合わせて 160 人が、スポーツを通じて国境を越えた友情で結ばれました。
海の見える美しい景色や爽やかな風を感じ
ながらプレーを楽しまれた後は、はわい温泉
望湖楼にて歓迎式典が行われ、アトラクションとし
て、今から約 180 年前から伝わる帆立貝を捕る時の
労働歌「泊貝殻節」や地元のフラダンスチームによ
るフラダンスが披露され、和やかな時間を過ごされ
ました。
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潮風の丘とまり ※（ ）内は町内利用者
施設料：個人 高校生以上 510 円(260 円)
中学生以下 310 円(150 円)
団体 高校生以上 460 円(210 円)
中学生以下 260 円(100 円)
用具貸出：100 円
★鳥取県で一番最初に設置された風車が
目印！雄大な日本海が見渡せる丘で潮風
に吹かれながらのプレーは爽快です♪
[問合]潮風の丘とまり クラブハウス
(0858)34－3217 営 8:30～17:00
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中国庭園燕趙園広場
施設料:無料 ゆアシス東郷龍鳳閣にて
クラブの貸出あり（有料）
★プレーの後は龍鳳閣のお風呂でさっぱり
しませんか♪

[問合]ゆアシス東郷龍鳳閣
(0858)32－2622 営 10:00～21:30
★施設利用申込は不要ですが、10 名様
以上でのご利用の場合は、燕趙園事務
所へご連絡下さい。
[問合]中国庭園燕趙園 営 9:00～17:00
(0858)32－2180
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はわい温泉 羽衣
施設料：大人(中学生以上)500 円
小人 300 円 用具貸出：100 円
★東郷湖の美しい風景を間近で感じ
ながらのプレーは最高です！
お得!!グラウンド・ゴルフ＆入浴セット
大人(中学生以上)800 円 小人 600 円
★ペアでお気軽に、お食事と合わせて
のレクリエーションにもどうぞ♪
お気軽にご相談下さい。
[問合せ・お申込]はわい温泉 羽衣
(0858)35‐3621

■11 月に入って、町内の神社でも七五三を祝うご家族の姿を見かけるようになりまし
た。七五三とは、7 歳・５歳・３歳のお子様の成長を祝う日本の年中行事の一つですが、
いつ頃から行われていたのでしょうか。1861 年 11 月 15 日、館林城（群馬県）主であ
る、徳川徳松（第５代将軍綱吉の長男）の健康を祈ったことから伝わったと言われてい
ます。元々は関東圏の地方行事だったようですが、いつしか関西へ・・後に全国へ伝わ
りました。旧暦の 15 日は、二十八宿の鬼宿日（きじゅくにち）と言われ、鬼が出歩か
ない「吉」とされる日でもあり、このことから、11 月 15 日に氏神への収穫の感謝も兼
ねて行われるようになりました。
10 月中旬～11 月いっぱいまでは、いつもよりちょっぴりおめ
かししたお子様たちで、特に賑やかになりそうです(*^^)
一般的には、写真撮影・神社に参拝・家族で
お食事というスタイルが多い
ようですが、七五三の主役は
倭文神社随神門
子供たちですので、良い思い出を
の前で(*^^)
作ってあげることが
兄弟仲良く
大人になっても・・なぜか？？
ハイポーズ♪
大切ですね♪
食べてみたくなる千歳飴♪

倭文神社（拝殿）
★そして、子供たちが笑顔になる魔法
のアイテムといえば「千歳飴」。
江戸時代、浅草・浅草寺で紅白に染め
た飴を「千年」として売り出したとこ
ろ、縁起も良くおめでたいと大変好評
だったそうで、｢千年飴」と呼ばれまし
た。昔は、今のように子供の生存率も
高くはなかったこともあり、飴のよう
に粘り強く元気に育ってほしいという
親の願いが込められ、細く長い形状に
なったということです。

■11 月も半ばに入り、こたつが恋しい季節となりました。朝夕と冷え込んできましたが、皆さんは冬の健康対策としてどんなこ
とに気をつけていますか。寒くなると全身の血行が悪くなり、様々な病気に繋がりかねません。そんな悩みを解消するのには、足
湯が最適なのです♪足湯につかると、入浴効果と同じく体温上昇を促し、血行促進することに繋がります。
同時にリンパ線の流れを正常化し、足のむくみも解消！！発汗を促し、皮脂汚れや老廃物も毛穴から押し出されるので美容にも効
果的～(^^)泉質は、ナトリウム・カルシウムを含む弱食塩泉で、神経痛・筋肉痛・関節痛・五十肩・運動麻痺・間接のこわばり・
うちみ・くじき・慢性消化器病・痔疾・冷え性・病後回復期・疲労回復・健康増進、また泉質別適応症として、切り傷・やけど・
慢性皮膚病・虚弱・慢性婦人病・動脈硬化症にも効果があるといわれています。
★湯梨浜町には、はわいエリアに４ヶ所・東郷エリアに３ヶ所 全てに神様の名前がついた合計 7 ヶ所の足湯があり、どなたでも
気軽に楽しんでいただけます。この冬は、それぞれの風景、特徴をもった足湯をめぐって、心も身体も健やかに過ごしましょう。
[恵比寿(えびす)の湯]
旅館水郷ナナメ前
★ソテツの植栽を施し
た南欧風のオシャレな
足湯です。

[寿老人
(じゅろうじん)の湯]
山本みやげ店前
★バス停のベンチをモ
チーフにした足湯です。

[福禄寿
(ふくろくじゅ)の湯]
ゆの宿 彩香前
★レトロ感漂う古木色の
落ち着いた佇まい。
ゆりりん顔だしパネル有
[大黒天 ぱにーに店内
(だいこくてん)の湯]
★ぱにーに店内にある足
湯です。抜群のロケーシ
ョンを楽しみながら美味
しいパン＆ドリンクはい
かがですか？夕日は息を
のむ美しさ！！
ぱにーに湯梨浜店
(0858)24-4722

[弁財天
(べんざいてん)の湯]
望湖楼屋形船船着場
★旧船着き場にあり、
浴槽は舟の形をして
います。
[布袋(ほてい)の湯]
めぐみのゆ公園内
★循環式の足湯です。広い
公園と目の前に広がる湖の
風景はとても解放的！
温泉たまごも作れますよ。

[毘沙門天 東郷湖畔公園内
(びしゃもんてん)の湯]
★2 匹の鯉を模ったモニュメ
ントが目印。二人で浸かれば恋
が成就すると言われています。
温泉たまごも作れます。

(お願い) 足湯は禁煙です。ごみの持ち帰り等、みなさまのご協力をよろしくお願いいたします。
[問合]はわい温泉・東郷温泉旅館組合 湯梨浜町はわい温泉５－２２ （０８５８）３５－４０５２ FAX（０８５８）３５－４７０１

2 つのサイコロ
を振って、決まった
お題を求めて県内
あちこちへ駆け回り
ます。

★“ラブ鳥取”を合言葉にマンボウやしろさんとハイキングウォーキ
ング松田さんのお二人がぶっつけ本番！！台本なしで鳥取を旅する
人気番組「るーとるーとはいはい」ロケが湯梨浜にやってきました
(*^^)10 月 24 日（土）～11 月 14 日（土）まで、4 週にわたっ
て湯梨浜町が紹介されますよ。皆さまぜひご覧下さい。
NHK 鳥取放送局 総合テレビ 毎週土曜 午後 0：40～0：45
11/14、11/15 開催 SUN-IN 未来 100Ｋｍウォーク 挑戦決定？！

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

湯『温泉でほっこりニコニコキャンペーン』
11 月より松葉ガニ解禁(*^^)鳥取県改め？蟹取県でもウ
ェルカニキャンペーン実施中！湯梨浜では、鳥取↔大阪を
結ぶカニバスを運行中です♪これに便乗してはわい温泉・
東郷温泉観光案内所でもキャンペーンを実施します。

[開催]2015 年 11 月～2016 年３月までの
「２」のつく日（毎月 2 日、１２日、２０日、２２日）
[時間]9：00～17：00
★東郷湖の美しい夕景が映し出されたポストカード
入りカニせんべいをプレゼントします。案内所には各
種割引券、お得情報も満載！MAP も充実！スタッフ
が親切、丁寧にご案内させていただきます。一度お立
寄り下さい。新着情報は FB をご覧ください。
https://www.facebook.com/yurihamakannkou

■9 月から始まった「蟹取県ウェルカニキ
ャンペーン」
（詳しくは鳥取県観光連盟ＨＰ
をご覧ください）にちなんで作られたオリ
ジナルのウェルカニキャップ！
はわい温泉・東郷温泉観光案内所にもあり
ますが、来所されたお客様からも可愛い♪
かぶりやすい♪欲しい～！とたくさんのお
声をいただいております。
このキャップ、ついに★発売蟹始★です。
1 つ ３，６００円
ご希望の方は「カニクン」
（中谷英明さん）
tottoriblue@gmail.com
080-3871-0901 までお問合せ下さい。

[ウェルカニキャンペーン期間]
平成 27 年９月１日(火)～平成 28 年 2 月 29 日(月)
[問合]鳥取県観光連盟 鳥取市栄町６０６ まるもビル５階
（０８５７）３９－２１１１ FAX（０８５７）３９－２１００
http://www.tottori-guide.jp
http://kanitori.jp/
ちょっと豆知識
Ｑカニって英語で何っていうの？ Ａクラブ（Crab）です。
タラバガニ・・・レッドキングクラブ（Red king crab）
ズワイガニ・・・スノークラブ（Snow crab）
そうなのね～
毛ガニ ・・・・・へアークラブ（Hair crab）
花咲ガニ ・・・ ブルーキングクラブ（Blue king crab）
ワタリガニ ・・・スイミングクラブ（Swimming crab）

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
★重陽は昔の祭日だった五節句の最後をしめくくる節句で、「菊の節
句」と呼ばれています。中国ではこの日、自分や家族の長寿と一家の
繁栄を祈り、菊の花を愛で「菊茶」を飲んだりしたそうです。
[本場中国茶藝（ちゃげい）実演] 茶藝師 馬琳(まりん)河南省出身
10:00～16:00 華夏堂にて ★中国の芸術的な茶器や遊び心いっぱ
いの茶道具を使って、お茶の作法を学んだりお茶の楽しみ方や体調に
合わせたお茶の飲み方などを学ぶことができます。
七五三対象者に
[11/22(日)水餃子体験] 11:00～ 展示室にて
三大特典あり♪
本場中国の水餃子を作って食べちゃおう！！
【問合】中国庭園燕趙園(0858)32-2180 営 9：00～17：00

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
★湯梨浜町観光協会では、町の観光事業にご協力いただける会員を
募集しています。毎月「ゆりはまにあ」の郵送の他、協会の facebook
等でも、お店やイベントの PR をさせていただきます。詳しくは、当
協会までお問合せ下さい。(0858）35-4052 年会費 2,000 円

[問合]はわい温泉・東郷温泉観光案内所
（０８５８）３５－４０５２
湯『海の駅まつり』
松葉ガニ解禁を迎え、県内各地ではさまざまな海産物イベ
ントが開催されています。ゆりはまの海の台所、泊漁港で
も海の駅まつり開催！海の駅ならではのヒラメ釣りや、ヒ
ラメ汁、海産物、加工品の販売もあるよ～♪

[開催]１１月２２日（日）
[時間]８：００～１２：００
★親ガニの味噌汁無料ふるまい（限定３００食）
★ヒラメ釣り（２００匹）海の駅とまり＆サカナクワイ
ヤでお買物をしてスタンプをもらうと・・な、なんと無料
でヒラメ釣りができちゃいます！
★松葉ガニ（親ガニもあるよ）
、海産物、加工品も販

売します。売り切れご免！！
[会場]泊新港周辺（サカナクワイヤ・海の駅とまり）
[問合]湯梨浜振興合同会社（戸羽建設）
（０８５８）３４－２７８８
湯『幻想世界展 おとぎの部屋』
[開催]１２月 5 日（土）～１３日（日）
[時間]10：00～17：00（最終日は 16：00 まで）
[入場料]無料
[会場]ぱにーに湯梨浜店 (0858)24-4722
倉『くらよし国際交流フェスティバル』
「地球はひとつ みんなで繋ぐ笑顔の Wa」を合言葉に国際
交流を通じて人と人とのつながりを大切にする人気イベン
トです。当日は倉吉駅～のシャトルバスも運行！
ゆりはまを愛すプロジェクトより「ゆりはまアイス」を出
店します！

[開催]１２月６日（日）
[時間]１０：００～１５：００

ステージイベント：みつぼし踊り・傘踊り、太道、太極拳、謡曲、
韓国伝統芸能、世界の民族音楽音遊び、ベリーダンス、ギター演奏
活動紹介
食べ物ブース：フランス菓子 4 種・窯焼きピザ、ゆりはまアイス・
ゆりはま加工品、台湾風焼きそば・台湾焼きまんじゅう・台湾ちま
き・タピオカミルクティー、韓国料理、とりたん Café、フィリピ
ンのおかゆ・ロシアのお菓子・お茶・パラグアイのチーズパン・ミ
ートパイ、ホットドッグ、チーズホンデュとパン、肉まん・ビーフ
ン、キャラメルポップコーン、インドカレー
文化体験ブース：世界の民族衣装の試着体験、韓紙マグネット作り、
バディック等海外の素材を使ったオリジナルグッズの展示・販売、
スタンプラリー、アフリカグッズの展示・販売、ハワイの絵本の読
み聞かせ

[会場]伯耆しあわせの郷
[問合]公益財団法人 鳥取県国際交流財団
（０８５８）２３－５９３１
倉・・・倉吉市イベント

湯・・・湯梨浜町イベント

