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会員募集中！！

■いで湯と梨と海の町、湯梨浜町にある創建 1,200 有余年を数える倭文神社。
その倭文神社や、ご祭神の下照姫（シタテルヒメ）をイメージしたのが“かほり袋”
です。下照姫は愛する人との数奇な出会いと突然の別れ、さらには故郷を離れ、
幾多の困難に遭遇するも持ち前の芯の強さと、父である大国主命から受け継いだ
聡明さで克服し、伯耆の国づくりに生涯を捧げられたといわれています。
伯耆国一ノ宮倭文神社は、織物の守り神として創建され、
「倭文（しとり）
」とは
「倭文織（しずおり）
」のことであり、古代日本の麻織物です。創建後、下照姫に
まつわる数々の伝承により現在では安産の守り神として地域の人々から篤い崇拝を
受けています。この“かほり袋”は、古代の織物である倭文織（しずおり）の素朴な風合いを表現し、そこに下照姫が持つ「内なる美
しさと強さ」を「かほり」として込めたものです。倭文神社にしかない完全オリジナルのお守りで、従来の『みやび』『ぬくもり』
『こころ』に加え、地元の人気パン屋さんでありハーブの製造も手がけられる「ぱにーに湯梨浜店（湯梨浜町旭 27）
」協力のもと、
新たに『出会い』
『勇気』
『癒し』の 3 つのかほりがついに完成しました。※従来のかほりは、なくなり次第販売終了とさせていただ
きます。ひとつひとつに思いとこだわりが詰まった“かほり袋”。ぜひお手に取って、かほりを身に付け、あなたの内なる美しさと強
さを覚醒させて下さい。
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《和紙》

1,300 年もの昔から紙すき
の歴史がある鳥取市青谷町
の「因州和紙」を使用
しています。印を押し
た願い札を折りたたみ、大切
にこの和紙に包みます。

《袋》

当時の産業であった倭文織（しずおり）を彷彿させる麻生地を
取り寄せ、針子さんによって一つ一つ手作業で仕上げられたも
のです。願い札、かほりと共に袋に入れ、身に付けて下さい。
《願い札》
複写になっております。奉納された願い札は、毎月 1 日に行わ
れる「月次祭（つきなみさい）」で、宮司さんによりお焚き上げ
を受けます。

●●かほり袋での参拝方法●●
一、鳥居をくぐる前に一礼します。参道を歩くときは端を歩きま
しょう。真ん中は神様の通り道として開けておきましょう。
二、手水舎で身を清めます。
三、社務所でかほり袋に同封されている複写の「願い札」に願い
を書きます。下の紙に、社務所備え付けの倭文神社「印」を
押して下さい。
ｌｌｌｌ
四、印を押した願い事を折りたたんで「和紙」に包み、袋から出
した「かほり」と一緒に麻の袋に入れます。
五、拝殿でそっとお賽銭を納めてから、上の願い札を「奉納箱」
へ納めます。お賽銭箱の上にある小さな木箱です。
六、二礼二拍手一礼の作法で拝礼します。二拍手のあと両手を合
わせ心をこめてお祈りしましょう。
鳥居から出る前に拝殿に向かって一礼します。

『出会い』
『勇気』
『癒し』

『みやび』
『ぬくもり』

■新しくなったかほりは、完全オリジナルのゆりはまブレンド！●ラベンダー、ローズレッド、ローズゼラニウム、オリスルート、
ローズマリー、クローブにアロマオイルを加えた「出会い」●タイム、ペパーミント、バジル、マリーゴールドのミント系『勇気』
●ラベンダー、ペパーミント、オリスルート、スイートバジル、レモンの皮、ローズマリー、安息香やアロマオイルを加えた『癒
し』の３種類。かほりを大切にしたアルミのパッケージでの登場です。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
■倭文神社には、数百種あるといわれる桜の中でも唯一黄緑色の花を咲かせる「ウコ
ン桜」があり、日本で数十本しか確認されていない“大変希少な桜”なのだそうです。
ソメイヨシノが終わる 4 月中旬、淡い黄緑色の花が咲きますが咲き終わりの頃にな
ると・・不思議!!(ﾟДﾟノ)ノ花弁の脈に沿って桃色へと変化していきます。
上品な色合いの花であることから別名「美人桜」と呼ばれ、幸せを呼ぶ桜といわれています。間も
なく開花時期、才色兼備の女神「下照姫」と「美人桜」にあやかって伯耆国一ノ宮 倭文神社にお
参りしませんか。かほり袋は、神社はわい温泉・東郷温泉観光案内所と水明荘にあります。
【かほり袋問合】湯梨浜町観光協会（０８５８）３５-４０５２ FAX（０８５８）３５-４７０１
隋身門そばにあるウコン桜【ご祈祷申し込み・問合】倭文神社社務所（0858）32-1985 ★5/1 は神社例大祭です。

■天女が舞い降りてきて水浴びをし、その間に男が羽衣を隠してしまったため天へ帰れなくなり、
天女は男と結ばれ、子宝にも恵まれます。しかし隠された羽衣を発見して天へ帰ってしまったと
いう「羽衣伝説」
。実は似たような伝説が日本各地や世界でも伝えられているのです。その数多い伝説
の中でも伯耆国のものは、
「日本三大羽衣伝説」といわれる静岡県静岡市清水区・滋賀県長浜市・京都
府京丹後市に伝承されているものに匹敵するものであり、
『日本四大羽衣伝説』といえると、鳥取市出
身の民俗学（故）野津 龍（とおる）先生からも高い評価をいただいております。
この地域に暮らす者として、郷土の誇りであると再認識し、湯梨浜町では平成 24 年度から天女を活
かしたまちづくりに取り組んでおり、この地に伝わる羽衣伝説を全国に発信しようと「伯耆国羽衣天
女伝説」を発刊しました。この記念として 3 月 21 日（月・祝）湯梨浜町中央公民館を会場に、講師
に山陰民俗学会 会長の酒井董美氏をお迎えし、発刊記念講演会が行われました。
当日は、発刊関係者や地域の方々、他市町村からも 60 人を超える多くのお客様が来場され、羽衣天
女伝説の素晴らしさやふるさとの新たな魅力を感じる貴重な時間を過ごしました。
第二部は、作務衣に身を包んだ湯梨浜町文化財保護委員会委員長の土井吉人さんが語り部として登場。
地元言葉と哀愁漂う語り口調で物語が始まると、笑いもあり、時には神妙な空気を作り出しながら母
に焦がれる子どもの様子を表現すると、会場の皆様の涙さえも誘うのでした。語り部の力ってすごい！
古の頃より語り継がれてきた羽衣伝説や関係する文献など、この本を通じてお子様やお孫さんの世代
へと伝えていきたいものです。[問合]湯梨浜町教育委員会 生涯学習・人権推進課
（０８５８）３５－５３６８
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■今年の 10 月には「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、世界各国の方々が参加できる「ワールドウォー
キングフェスティバル」も同時開催。この期間中、湯梨浜町では「ゆりはま天女お
もてなしウォーク」
（東郷湖とレトロな町並みウォーク 5km）
（東郷湖と馬ノ山を巡
る道ウォーク 18km）が開催され、多くのお客様が来町されます。観光協会ではこ
のフェスティバルに参加される海外及び県内外のお客様へもてなしの向上を図る
ため、ノルディック・ウォークについて一層の理解を深めていただくよう、桜のつ
ぼみも膨らむ 3 月 23 日（水）
「観光客もてなし向上研修会」を開催しました。イン
ストラクターは、全日本ノルディック・ウォーク連盟鳥取支部支部長 ウォーキング
ライフマイスターの岸田将志さん。ポールを使って皆で楽しめるゲームやストレッ
チなどでウォームアップし、いよいよスタート。道の駅燕趙園から、出雲山展望台
を目指し、Café ippo（ウォーキングステーション）までの７km コースを、お客様
の立場になり、移り変わる湖畔の風景・風・音・香りを感じながら参加者 14 名で
完歩しました。

適度な高低差があり変化に富んだ湖畔のコー
スは、全国で第一号「全日本ノルディック・ウ
ォーク連盟公認コース」として認定されてお
り、健康意識の高まりと共に年々ウォーカー
が増えています。
「初めてでしたが、想像より
はるかに楽しかった」
「ポールの使い方、歩き
方等を理解してから歩くことが大切だと感じ
た」
「歩くことで今まで気が付かなかった花・
景色・人を知ることができた」など、Café ippo
で行われた意見交換会ではノルデックを通じ
て町の良さを再認識し、お客様へのおもてな
しに対する意識がより一層高まりました。

お世話になりました！
岸田将志さん
（きしだしょうじ）
●全日本ノルディック・ウ
ォーク連盟鳥取支部支部
長 ウォーキングライフマ
イスター
★ノルディック・ウォークの普及に幅広い活動
をされています。

湯梨浜町観光ガイドの会
■平成２７年 1２月 12 日（土）～平成 28 年 3 月 27 日（日）までの約 3
ヶ月半、通算 102 日間（12/30 から 1/3 運休）にわたり、鳥取⇔大阪間
を運行して来ましたカニバスは、皆さまのご協力のもと無事終了いたしま
した。期間中、約 2,800 人のお客様がはわい温泉・東郷温泉に宿泊され、
シャトルバスやレンタルサイクルを利用しながら湯梨浜を満喫されまし
た。湯梨浜町観光ガイドの会が添乗業務を担当したのは 2 月 1 日～３月 最後に触れ合った湯梨浜人」である意識を共有して乗務
27 日までの 2 ヶ月間。カニバス研修での基本と、各分野で活躍するメン してきました。カニバス利用のお客様だけの特典や、町
バーの経験や持ち味を生かし、お客様が「初めて出会う湯梨浜人であり
の特産、オススメ情報！アイデア満載の特製パネルやフ
リップ、歌にクイズ、カニキャップ♪車内でのお客様と
の会話や笑顔、拍手は私たちにとって何よりの喜びでし
た。たくさんの出会いに感謝！！ありがとう
近鉄バス
ございました。今後とも「湯梨浜町観光ガイ
ドの会」をよろしくお願いいたします。
【ガイドの会 問合】湯梨浜町観光ガイドの会
寝屋川バス
（湯梨浜町観光協会）
（0858）35－4052
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■湯梨浜町長瀬地区で明治初期から続く伝統的な
門前市である「相田市」
。
春分の日である 20 日（日）湯梨浜町はわい長瀬に
ある勝福寺の境内は、お天気にも恵まれ早朝より
多くのお客様で賑わいました。子どもたちの生き
生きとした笑顔が印象的♪昔は、冬の間の手作り
の蓑かごやひょうたん・種苗・野菜などが並ぶ市で
したが、昔の風景を残しつつ、現代では豚汁振る舞
いやゲームコーナー、お楽しみくじなど子どもか
ら大人まで楽しめる内容となっています。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
むかし、むかしは江戸時代、天神川が羽合平野を
通っていた頃、一つの神像流れき
て、さあたたんぼのすぐそばに
ぽっかり浮かんでいたそうな。神
さん流れてこられたと、人びと拾
って観音堂に大事にしまってお祀りを欠
かさず続けてしたそうだ。さあたたんぼ
に来られた神は、田んぼの神だ。みのり
の神だ。神社を建てて祀らにゃならん、
小さな社が建てられた。社が建ったら祭
が始まり、明治になって市になる。みの、
かさ、からかさ、かなづち、かま、くわ、
びき、ざる、そうき、なえもの、なえ木
百姓市は賑わった。それから百年こえる
伝統が、続き、つづけた さあた市。

■道の駅燕趙園内には、梅の開花
時期に合わせて野花豊後(梅)を使
った加工品が並ぶ特設コーナーが
作られ、第一弾として 3/12（土）
3/13（日）に「サークル野花」協
力の元、うめ寿司の試食販売が行
われました。うめ寿司に使われた加
工品は「梅美しお」で、梅干をペースト状に
し果糖と混ぜ合わせたものです。大葉にくる
むと香りも UP！アイデアひとつで色々なレ
シピに応用できそうです。
第二弾の３月 19 日（土）～21 日（月振休）
の 3 日間は、げんき梅プロジェクトメンバー
の「レストラン吉華」
「真木自動車」協力で梅
酢・梅ジャムの試食販売。例年より 10 日も
早く開花を迎えたことで、この頃の花は散っ
ていましたが、連休は天気に恵まれ多くのお
客様がお出かけになりました。梅はクエン酸、リンゴ酸、コハ
ク酸などの有機酸類が豊富で昔から疲労回復や解熱、二日酔い
防止などの薬効が伝えられています。湯梨浜産の大梅「野花豊
後」の加工品は道の駅燕趙園をはじめ、老龍頭、ハワイ夢マー
ト、山本みやげ店、加工品製造販売店舗などで販売中です。
【問合】道の駅燕趙園（0858）32－2184 営 9:00～17:00
全国には 150 以上のイヤーラウン
ドコースがあるんだって。

■2015 年秋、
「東郷湖を巡るコース」が全
国第一号のイヤーラウンド（日本ウォーキン
グ協会が認定した一年中いつでも誰もがウ
ォーキングを楽しめるようスタート・ゴール
地点のステーションを常備したウォーキン
グコース）
に認定されたことを記念して 3 月
27 日（日）Café ippo を発着に「ゆりはま桜ウォーク」が開催されまし
た。前日には湯梨浜町中央公民館にて、韓国の済州オルレ理事長ソ・
ミョンスクさんをお迎えし、出身である済州島を隅々まで歩き、年間 200
万人のウォーカーが来る島に変えた“世界中の人々がウォーキングで集う
済州の道づくり”について講演されました。通訳の方を通じてのお話で、
映像やミョンスクさんの表情、ゼスチャーからも講演に来られた方への
熱い思いがしっかりと伝わりました。歩く道をつくる仕事を始めたきっ
かけや思い、ポイント、その後どうなったのかなど、今後ウォーキングを
通じての町づくりに役立つヒントをたくさんいただきました。

《27 日 桜ウォーク》
開会式では、ストレッチのあと NPO 法人未来の岸田理
事長の銅鑼の合図でスタート！！コースは「東郷湖一
周の 12km」と「橋津川からハワイビーチの 5km」の
2 コースで、当日参加も合わせて約 180 人のウォーカ
ーが春の湯梨浜を歩きました。参加特典は Café ippo
やサカナクワイ屋で利用できるクーポン券やゆアシス
東郷龍鳳閣やハワイゆ～たうんで利用できる温泉割引
券など♪みんなで歩くって、楽しいですね。

カフェ アチェリーノ
■3 月 24 日（木）カフェ アチェリーノ★オープン！！共同経営であるオーナーの音田真也さん(写真：中)
と奥田智大さん(写真：右)は高校の同級生。お二人は県内外でのシェフ経験を生かし、学生時代からの夢で
あった自分たちのお店を音田さんの奥様(写真：左)の母校である桜小学校跡地「さくら工芸品工房 1 階
（湯梨浜町松崎 619）
」にオープンしました。地元の建材店から廃材などをもらい自分たちで板を切り、
組み立て、色を塗り仕上げてあります。クリーム色に塗った窓のサン、ちょっと不揃いな板も思い出がいっ
ぱい詰まった小学校時代の記憶が蘇ってくるような、そんな懐かしさを感じさせてくれますよ。天井も高く
温かい光が差し込む開放的な空間では、県内産の食材を使用したパスタ、リゾットなどイタリアンを中心とした料理を楽しむこと
が出来ます。ソファー席や、小さいお子様も一緒に過ごせるスペースはママにも嬉しいですね♪夜はお酒もいただけちゃう。
★コース、パーティー、記念日などお気軽にお問い合わせ下さい。℡070-2367-1183
工房では染物
やパステルア
ート体験も！
湯梨浜町松崎 619（桜小学校跡地 さくら工芸品工房 1F P あり
【営業時間】11:00～21:00（ラストオーダー20:30）不定休
ランチ 11:00~14:00/カフェ 14:00~17:00/ディナー17:00~21:00

★ひんやりデザートスタンプラリー★
14.5cm

10.5cm

県内 21 ヶ所のスタンプラリー参加店でアイス
クリームやソフトクリームを食べて、設置され
たスタンプを集めて応募すると、宿泊券や特産
品など抽選で豪華賞品が当たります。
スタンプの数によって応募コースを選んでね。
※1 店舗につきスタンプは１つ！同一店舗の
スタンプが 2 個以上押してある応募台紙は
無効になりますのでご注意ください。
トリパスはコンパクトサイズなのでバッグに
もポケットにも。旅のお供に 1 冊どうぞ。

《湯梨浜エリア》
ゆりはまアイス※店舗により取り扱い種類が異なります。
★湯梨浜町の素材や特産品を使ったご当地アイスです。フルーツ系は
もちろん！しじみのみそ汁や酒粕、生姜醤油など個性派アイスも♪
山本みやげ店 湯梨浜町はわい温泉 6－10 (0858)35-4141
営 9:00～21:00 ○
休 水曜
○
道の駅燕趙園 湯梨浜町引地 563－1 (0858)32-2184
営 9:00～17:00 ○
休 1 月・2 月の第 4 火曜日
○
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
楊貴妃のささやき
★ミルキーな杏仁と甘すぎずジューシーなマンゴーのミックスソフト
に、生姜やマンゴー・クコの実などのドライフルーツをトッピング。
中国土産所處 老龍頭提供時間：平日 9:30～16:30 土日祝:9:00～17:00
湯梨浜町引地 565－1 (0858)32-2677 ○
休 1 月・2 月の第 4 火曜日
営 9:00～17:00 ★割引特典付★
○
トリパスは鳥取県の東部・中部・ （湯梨浜町内優待施設）
羽衣・旅館水郷・ハワイゆ～たうん・
西部合わせて 145 施設の割引や
養生館・羽衣・山本みやげ店・水明荘・
特典がいっぱい。
中国庭園燕趙園・道の駅燕趙園・老龍頭・
ぱにーに・龍鳳閣・福羅酒造

【キャンペーン期間】

平成２８年４月１６日（土）～９月３０日（金）
【問合】鳥取県観光連盟 (0857)39-2111
http://www.tottori-guide.jp/ 鳥取市栄町 606 まるもビル５階

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

4/12（火）東京 4/13（水）東京 4/14（木）東京
4/16（土）福島/FM きたかた「演歌一本道」22：00～22：30
4/17（日）福岡・博多すみれ歌謡教室 発表会ゲスト
福島/FM 会津「演歌一本道」18：30～19：00
4/20（水）東京 亀戸 天盛堂店頭歌唱キャンペーン 14:00～
4/21（木）埼玉 ４/22（金）埼玉
4/24（日）なかの芸能小劇場（東京都中野区中野 5-68-7 スマイル中野 2F）
谷本耕治 2 周年記念&新曲発売記念ライブ
13:30 開演（13:00 開場）チ 2,500 円
4/26（火）山口 4/27（水）山口
4/28（木）町並み資料館（山口県柳井市柳井津 442）
松島詩子を歌う会★谷本耕治ライブ 13:30～入場無料
4/30（土）瀬戸大橋スパリゾート（岡山県倉敷市児島塩生 3777）
谷本耕治ショー 13:30～/19:30～
5/7（土）さいとぴあ（福岡市西区女原 607－1）
谷本耕治ふれあい歌謡ステージ 9:30 開演（9:00 開場）チ 1,000 円
5/22（日）BeXX 米子（イオン米子駅前店 3F）谷本耕治ライブ
13:30 開演（13:00 開場）チ 2,500 円
みんなで谷本耕治さんを応援しよう！！
【問合】プロミネンス・ハーツプロダクション
http://p-h-p.jimdo.com/

湯『九品山 大伝寺会式』
旧暦３月 14 日から 15 日にかけて行われる歴史ある供養
です。心を添えてお参りしましょう。

[開催]４月２０日（水）12：00～
４月２１日（木）14：00～
流れ勧請、中将姫練り供養
★露店出店時間★
20 日:お昼頃～22 時頃/21 日:7 時頃～14 時頃
[場所]九品山大伝寺境内（湯梨浜町引地）
[問合]九品山大伝寺（0858）32－0954
湯『倭文神社例大祭』

安産・子授けの神をお祀りする伯耆国一ノ宮の例大祭で
す。お神輿や稚児行列も出ます。

[開催]５月１日（日）
[時間]10：00～神事 14：00 頃～お神輿
[場所]倭文神社境内（湯梨浜町宮内）
[問合]倭文神社（社務所）（0858）32-1985
※前夜祭 かがり火祭 19：00～
湯『中国庭園燕趙園 GW イベント』

国内最大級の中国庭園。連休中もイベント満載♪
雑技ショーは 1 日 3 回 9:30～/13:30～/15:00～
★道の駅 5 周年記念イベント★

[開催]４月２３日（土）～２４日（日）
★ぼたん祭り★1,200 株 5,000 輪が咲き誇る
[開催]４月２３日（土）～２８日（木）
★黄金節★中国獅子舞・梅花椿（メイファーツァン）限定講演
鉄骨の上を獅子が飛び回る高難度の中国獅子舞です。

[開催]４月 29 日（金・祝）～５月 5 日（木・祝）
[入園料]大人 500 円/小人 200 円※団体割引あり
[問合]中国庭園燕趙園（0858）32-2180
湯『春の健康散策ウォーキング』
大人気ウォーキングイベントです♪

[開催]５月１５日（日）雨天決行
[集合・スタート]中国庭園燕趙園
[コース]①13km コース受付 9:00～/スタート 9:30～
②7 キロコース受付 10:00～/スタート 10:30～

[参加料]大人 1,000 円 小人 500 円
☆お弁当付き
☆空くじナシ！お楽しみ抽選会
☆東郷･はわい温泉入浴券
※定員になり次第締め切ります。

《湯梨浜イベント日程》
◆春なのに三八市５/29(日)
◆第 28 回グラウンド・ゴルフ発祥地大会 6/11(土)・
6/12(日)
◆ハワイトライアスロン in 湯梨浜 THE FINAL
6/18(土)・6/19(日)
◆ホタルバス運行 6/11(土)～6/26(日)
◆ハワイアンフェスティバル 7/2(土)・7/３(日)
◆水郷祭 7/17(日)
◆とまり夏まつり７/23(土)
◆サマーわくわくフラダンスショー 7/23(土)・
7/24(日)・7/30(土)・7/31(日)・8/6(土)・8/7(日)
◆わくわく鉄道ランド in はわい 7/16（土）
～8/28（日）
◆見て！さわって、楽しんで♪動物たちがやってき
た！夏休みふれあい動物園 7/30（土）～8/21（日）
◆アロハカーニバル 2016 7/1(金)～8/21(日)
※詳細は順次お知らせ致します。

湯梨浜町観光協会★会員募集中
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」郵送のほか
HP・facebook 等でもお店やイベントの PR を優先的にさ
せていただきます。詳しくは当協会までお問合せ下さい。
年会費 2,000 円 （０８５８）３５－４０５２

