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湯梨浜町観光協会

２０１６年２月１０日発行(毎月１０日発行)

会員募集中！！

❀散策マップ配布 個人・団体
❀梅の加工品プレゼント 個人・団体
❀スタッフ同行 団体

湯梨浜町野花（のきょう）地区には、山陰八景のひとつ「東郷湖」
、山並みを越えた向こう側には「日本海」と
風向明媚な景観を楽しむことが出来る「野花梅渓」があります。昭和 1５年～16 年頃、湯梨浜町野花の果樹園で発見され
たと言われており、実が大きく果肉もしっかりと分厚いということで「野花豊後」と名付けられました。開花期が遅く、結実が安
定しており豊後系のなかでも高品質であることが特長で、約 2,000 本の梅の木が淡いピンク色の美しい花を
咲かせています。
“ツアー参加”のお客様だけが手にするマップを元に、一足早い春の訪れを感じてみませんか。
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往復約 3.6ｋ(80 分)
[期間]３月上旬～3 月下旬 ※天気等、自然条件により開花状況は異なります。
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「眺湖梅林」

東郷湖を望む
「望湖台梅林」

往復約 2.0ｋ(40 分)

往復約 2．
4ｋ(50 分)

東郷湖・日本海を望む

「棚霞梅林」

団体のお客様（散策マップ・梅加工品プレゼント）
[料金]お一人様３３０円 最少催行人数２０名
★スタッフが同行し、楽しい旅のお手伝いをさせ
ていただきます。お申込・お問い合わせは↓↓
湯梨浜町観光協会（0858）35-4052

ス

[場所]湯梨浜町野花

個人のお客様（散策マップ・梅加工品プレゼント）[料金]お一人様７００円
※2 つのプランからお選び下さい。お申込は各施設へお願いします。

お客様へお願い
散策マップをもとに野花梅渓散策をお楽しみ下さい。
生産者が大切に育てている梅です。
梅林への自家用車の乗り入れや、枝を折るなどの行為
は慎んでいただきますようお願いいたします。
【問合せ】湯梨浜町観光協会（0858）35-4052

★中国庭園燕趙園プラン★
入園＆梅渓散策のセットプランです。梅の加工品
の他、中国グッズもプレゼント♪
[申込・問合]中国庭園燕趙園 (0858)32-2180
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

★ゆアシス東郷龍鳳閣プラン★
中国風呂入浴＆梅渓散策のセットプランです。
梅の加工品プレゼントの他、入浴タオルセットのレン
タル無料♪手ぶらで入浴 OK
[申込・問合]ゆアシス東郷龍鳳閣 (0858)32-2622
梅渓散策（プラン）だけじゃなぁ～い！！
お腹も満たすべし！！

道の駅燕趙園（中国庭園燕趙園向かい）
★野花豊後を使った加工品をお買い求めいただ
けます。梅渓ツアー期間は特設コーナーもあるよ！
[営業時間]9：00～17：00 (0858)32-2184
げんき梅シリーズ
疲労回復に役立ち、人々に元気を与えてく
れる梅。
「人の元気はまちの元気」をコンセ
プトに地元の業者さんが商品開発！！
※取扱い商品は店舗により異なります。
http://genkiwalking.net/genkiume/
梅干し
収穫した梅一粒一
粒を丁寧に漬け込
み、素材の良さを大
切にしました。
梅美しお
梅干しをペースト
にし、果糖と混ぜ合
わせたものでトッピ
ングやご飯に混ぜた
りしても美味！

梅みそドレッシング
青梅の状態で味噌、
果糖を合わせ一年間
熟成させました。
梅ジャム
果肉の食感を残し
た味豊かなジャム。
爽やかな酸味のあ
る仕上がりです。

中国土産処「老龍頭」
スイーツ飲茶屋台「梨宝軒」（燕趙園前）
老龍頭には地元のお土産はもちろん・中国
の可愛い雑貨や珍しい食材・金運グッズな
どが揃っています。チャイナドレスもあり
ますよ。梨宝軒では、ほっか
ほか肉まん・桃まん、スイーツも
楽しめます。マンゴー＆杏仁ソフト
(楊貴妃のささやき)は大人気です。
[営業時間]9：00～17：00 (0858)32-2677

レストラン吉華（龍鳳閣前）
地元の食材をふんだんに使ったお料理と
B 級グルメ「牛骨ラーメン」の人気店です。
団体のお客様も安心の広々とした店内で
ごゆっくりお過ごしください。
[営業時間] 11：00～15：00（昼)
18：00～20：00（夜）
（0858)32-2633

シアワセ
気分！
■RNC 西日本放送（香川県高松市本社）
「シアワセ気分！」毎週土曜日 9：25～
10：25 放送番組の中で、湯梨浜町の PR オファーを受け、今年も讃岐の国へ行っ
てきましたよ～。風光明媚な東郷湖・四ツ手網・温泉・シジミ・松葉ガニの映像が
流れると、蟹取県オリジナルキャップ＆はわい温泉のハッピを着て、手には松葉ガ
ロケ終了後、番組出演者の皆さまとパチリ♪
ニを持った “観光協会事務局長”がゲストで登場！
番組出演者の皆さんと和やかなトークのなかで、新作ゆりはまアイスの試食もしていただき、はわい温泉
の旅館の女将さんでありノルディックウォーキングインストラクターでもある「ゆの宿彩香」の青木由紀
子さんや、中国庭園燕趙園などが紹介されました。視聴者プレゼントとして、はわい温泉・東郷温泉ペア
宿泊券とゆりはまアイス詰合せセットを提供。視聴者の方々へ“湯梨浜の魅力”が伝わったかな♪
たくさんのお客様のご来町を心よりお待ちいたしております(*^_^*)

■1 月 30 日（土）鳥取県建築技能会館を会場に、鳥取県ヘリテージ
マネージャー養成講習会 利活用演習発表会が行われ、県内５市町村
の歴史的建造物の概要・特徴・活用案や今後の課題についてそれぞ
れの発表がありました。湯梨浜町からは、9 人のメンバーによる「橋
津藩倉」についての発表があり、貴重な建造物を状態良く保存し、
重要文化財指定を目指すとともに、日常的に利活用し観光資源とし
ての価値を高めることを目指していきます。
橋津藩倉は江戸時代に年貢米を保管した米倉で、鳥取藩は 12 ヶ所の藩倉を置き、鳥取・米子・
倉吉の３ヶ所には藩士への俸禄米の貯蔵、他の 9 ヶ所は灘蔵と呼ばれ、売却用の廻米の保管や
積出しを担当していました。橋津藩倉は、1645 年に建てられ、
約 5 万表の米が貯蔵できる灘蔵の中でも、最大のものです。
現在は、
「古御蔵（こおくら）」「片山蔵（かたやまぐら）
」
「三十間北蔵
（さんじゅうげんきたぐら）
」の３つの倉が残っていますが、全国的
に藩倉が残っているのは橋津を含めて 4 ヶ所しかなく、平成 16 年
2 月 3 日鳥取県指定保護文化財に指定されました。

■今年の 10 月 14 日（金）～17 日（月）まで、トレイルを資源・活用
する世界 18 ヵ国約 50 団体が集まり、道の保護・保全や健康づくり、観
光面への活用などを話し合う国際会議『ワールドトレイルズカンファレ
ンス（WTC）鳥取大会』が鳥取県中部を中心に開催されます。記念大会
である「ワールドウォークフェスタ鳥取」の湯梨浜町コースも決定とな
り、10/16 開催のゆりはま天女おもてなしウォークは、中国庭園燕趙園
を発着に、秋のゆりはまを眺望できる道「東郷湖と馬ノ山を巡る道コー
ス」
（18ｋｍ）と、昭和レトロな街並みを散策できる道「東郷湖とレトロ
な街並みウォーク」
（５ｋｍ）の 2 コースです。また 10/15 には海外ツ
アー限定コースとして、東郷湖を遊覧船から眺めることが出来る特別な
コースも準備され、大会全体で 4,000 人の参加を目標としています。

春節とは、4,000 年以上の歴史がある中国のお正月で、
大変縁起の良い伝統的な祝い事です。中国庭園燕趙園でも
この春節を祝って、イベントを開催します。
2/11(木・祝)～2/14(日)

春節祭特別講演 女変面師馬琳「変面」
中国の国家機密と言われる秘技「変面」が帰ってきます。
2/11(木)・2/12(金)・2/13(土)・2/14(日) 4 日間限定

鳥取 JAZZ presents
菊池ひみこジャズコンサート
[開 催］2 月 27 日（土）
[時 間]18：00 開演
（17：30 開場）
[入場料]500 円
[会 場]燕趙園イベントホール

音楽家・ピアニスト
ジャズを中心に、自身の
音楽活動の他、地域に根
ざした幅広い活動を展開
されています。

■2/7（日）役場講堂で「橋津
藩倉誌 発刊発表会」(橋津藩
倉を活用した地域活性化事業
実行委員会発行)が行われ、入
場者には橋津藩倉創設 370 年
記念として明治～昭和期の貴
重な写真や文献・資料等をま
とめた「橋津藩倉・古写真集」
が配布されました。
★この本は非売品です。

■湯梨浜町宮内（県道東郷羽
合線沿い）出雲山展望台の近
くに、1 月中旬“公衆トイレ”
が設置されました。
東郷湖を一周する「天女のふ
るさとコース」を歩くウォー
カーのために設置されたもの
で、ハワイ夢広場とあやめ池
スポーツセンター間のトイレ
の空白地帯が解消され、コー
スの利便性が高まりました。
周辺ウォーキング用の歩道設
置工事も急ピッチで進められ
ています。
2 月 13 日（土）
中国獅子舞公演★邪気を払い福を招く★11：00～/14：00～
天天・飛飛と記念撮影 10：00～/14：30～
2 月 14 日（日）
龍踊り 11：00～/14：00～
天天・飛飛と記念撮影 10：00～/14：30～
水餃子作り体験 11：00～（展示室）
★期間中は中国茶サービス！飲茶・スープ・あごかつ・
カレーパンなどのほかほか屋台も出店します。
3 月イベント予告『仙桃節』3/19（土）～3/21（月・祝）
英傑群像プレゼンツ 三国志祭り
★武将を倒せ！ボール当てゲーム 弩弓ゲーム
★典葦手戟ゲーム
★燕趙園クイズラリー 三国志の巻
★酒盃輪投げ
正解者はゲームに挑戦！成功者には三国志グッズプレゼント
[問合せ]中国庭園燕趙園（0858）32-2180

■全国にはパワースポットと呼ばれる地がたくさんありますが、実は
湯梨浜にもあるということを皆さんご存知でしょうか？？長い歴史のあるものか
ら最近出来た新しいものまで、それぞれ違った景色が広がる“鯉恋来い♥のスポッ
ト”です。癒しの空間へ出かけることで心も身体もリフレッシュ！気持ちに余裕が
出来ると、きっと運気もアップしますよ。今年のバレンタインデーは日曜日♪
恋人同士やご夫婦でチョコレート＆恋にまつわるスポットを巡ってみませんか。
詳しくは、はわい温泉・東郷温泉観光案内所にお問合せ下さい(^^)
周辺地図でご案内いたします。

①宮本神社
(湯梨浜町はわい温泉)
拝殿右手の小さな祠におま
つりされている契(ちぎり)
大明神は、縁結びの神様♥
です。

②アロハモニュメント
(湯梨浜町浅津）アロハの
言葉は互いの絆や繋がりを
意味しています。二人アロ
ハポーズで恋が成就♥

③毘沙門天の湯(足湯)
(湯梨浜町旭）二匹の鯉の
モニュメントが目印の足湯
です。二人で浸かればいつ
までも仲良く過ごせます♥

④湯の華慈母観音
(湯梨浜町旭)夫婦円満・子
宝、安産の願いを叶える観
音様で、右から願うと男
児、左から願うと女児が授
かると言われています。

⑤倭文神社(湯梨浜町宮内）
ご祭神 7 柱のお一人下照姫命は
安産の神様として有名です。
安産の元となった安産岩・夫婦
いつまでも仲睦まじく過ごせる
夫婦岩などがあります。

■旧小学校跡地を改築したさくら工芸品工房(湯梨浜町松崎)3 階に 1/17(日)
『パステル和(なごみ)アート スマイル』がオープンしました。パステルとは絵画材料の一種で、粉末
顔料に白粘土、少量の粘着剤を加えて固めたもので、重ね塗りが出来るのが特徴です。とても手軽で、
初めての方でも簡単に描けるテクニックの楽しさを体験できます。削って粉末にした絵具を、手や消
しゴム、綿棒などで描いていくのですが、作品それぞれに個性が出やすく、だんだんと心の中が表現
されて“癒し”の心地よさを体感することが出来ますよ。
枡田昇徳さん

3 年前から興味を持ち、準
インストラクターの資格を
取得され、地元で開業を迎
えられました。優しく教え
て下さるのでお子様にも人
気です♪

画材はカラフルなパ
ステルや色鉛筆、型、
ラメ、消しゴム、
綿棒など。さあ描
きたいものをイ
メージして。

★パステル和アート スマイル★ 湯梨浜町松崎 619

営業時間：平日・土曜 13:00～16:00 日曜 9:00～16:00（木曜休）
場
所：さくら工芸品工房 3 階工房Ｄ ※ご予約下さい。
料
金：一人 500 円 090-7132-5567

専用の網でパステルを削
り粉にしたものを指や綿
棒を使って丁寧に塗って
いきます。動物の型やス
タンプを使っても OK。
自由な発想で仕上げよう
ほんわか
優しいタッチ♪
枡田さんの作品

東郷湖を見下ろす丘の上にあり、春には桜並木がとても綺麗です♪

■昨年 12/12 から始まりました大阪↔鳥取を結ぶカニバス
(はわい温泉・東郷温泉旅館組合主催)は、はわい温泉・東郷温泉に宿泊の
お客様を対象に、鳥取砂丘や賀露海産物市場にも立寄る観光ありのバスツ
アーです。湯梨浜町観光ガイドの会は、2 月、3 月の添乗業務を担当して
おり、2/1 田渕会長が先陣を切っての乗務♪危機管理の面や、人数・乗車
場所確認はもちろん、車内では写真やチラシなどを使って分かりやすい案
内に心掛け、歌あり笑いありの、和やかな車内の雰囲気作りに努めました。
全 8 回行われた養成講座ではカニバス研修も導入し、
「お客様が初めて出逢
う湯梨浜人」である意識を共有し、実際にバスでルートをたどりました。
今後もメンバー１人１人の個性を生かしながら“笑顔”でおもてなしが出来
るよう、日々努力していきたいと思います。
昨年に比べてお客様は少ないですが、最後ま
で元気に頑張るぞ～！！はわい温泉、東郷温
泉でお待ちしております。 県イベント“ウェ
ルカニキャンペーン”は 2/29(月)まで開催★
[ガイドの会問合せ]湯梨浜町観光ガイドの会
（湯梨浜町観光協会）(0858)35-4052

■湯梨浜町松崎にある
「住民交流施設 よどや」
の壁一面に展示されて
いる作品が新しくなり
ました。この作品は
まつざきこども園の皆
さんが一生懸命仕上げ
たもので、今回は賑やかな冬の風景♪個性豊かな雪
だるまの表情にも注目してご覧下さい。雪だるまた
ちと同じく、ワイワイガヤガヤ楽しそうな会話が聞
こえてくる温かい空間「よどや」は、毎週木曜日・
金曜日の営業です。地元で採れた新鮮な野菜や果
物、美味しいお惣菜が並びます。店内奥にはカフェ
サロンがあり、お買物のついでに楽しいおしゃべ
り。皆さまぜひお出掛け下さい。また、営業日以外
にもイベントを企画されていますので、お気軽にお
問合せ下さい。
【問合】いきいき直売よどや運営会
0858-32-1987 http://blog.zige.jp/yodoya-381/

[休館期間］1/15（金）～

3/14（月）

浴槽内の壁面補修のため、3/14（月）まで休
館となっています。系列店「ゆアシス東郷龍
鳳閣（東郷温泉）
」をご利用下さい。
臨時休館日中は、ゆ～たうん専用回数券で龍
鳳閣 中国風呂（裸風呂）に入浴していただけ
ます。休館中、ゆ～たうん回数券は龍鳳閣窓
口で代行販売いたしますのでどうぞお気軽にお問合せ下さい♪（2/29 まで）
そして！！ハワイゆ～たうん玄関前・はわい温泉東郷温泉観光案内所に
て、休館中繰り返し利用できる
「利用特典券」を配布中です。
湯梨浜町上浅津 204-2
温泉でぽっかぽか♨この機会に
（0858）35-4919
ぜひ特別割引料金でご利用下さい。
水中運動教室

［営業時間］10：00～21：30
平日（月～金）毎日開催
13：30～14：30
（水着エリアは 21：00 まで）
［定休日］第４火曜日 (0858)32-2622

第９期展示
「砂で世界旅行・南米編」
～繁栄の記憶を留める
奇跡の新大陸を訪ねて～
平成２８年 4 月１６日（土）
～平成２９年１月３日（火）
砂の美術館は、雄大な鳥取砂丘の
一角に砂像彫刻を展示する
世界初の全天候型の美術館です。
★1/4（月）4/15（金）までの期間中は、館内整備・
砂像制作のため休館しております。
第９期展示期間中、何度でも入場可能なお得な年間パ
スポート・前売り券も販売中！
詳しくは下記までお問合せ下さい。
【問合】砂の美術館 鳥取市福部町湯山 2083-1
http://www.sand-museum.jp/
（0857）20－2231 FAX（0857）20－2232
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湯『しじみウォーク』
（ノルディックウォーク教室）
■湯梨浜町が推進している「天女のふる里づくり」事
業の一環として、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発汗委員会が発刊した
もので、著者である民俗学の権威、野津龍（のずとお
る）先生の遺作となる大著です。

いにしえ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
を通じてふるさとの素晴らしさや新たな魅力を感じていただき、お子様や
お孫さんの世代へと伝えていただきたいと願っています。
★はわい温泉・東郷温泉観光案内所でも取り扱いをしています。
どうぞお気軽にお立ち寄り下さい。
（0858）35-4052
伯耆国羽衣天女伝説発刊委員会 発行

定価

２，０００円（税込）
（A４判 152 頁カラ―刷）

【問合】湯梨浜町教育委員会事務局 生涯学習・人権推進課
（0858）35－5368 FAX（0858）35－5387
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天女のふるさとコースの一部「Café ippo⇔めぐみ
の湯公園を往復する８ｋｍのコースです。

[日時]２月２１日（日）9：00～11：30
[参加費]1 人 300 円（保険・参加賞代）
[集合]Café ippo 湯梨浜町南谷
[申込・問合]NPO 法人未来
（０８５８）２４－５７２５
★ポール貸出あり 参加者にはスタンプカードをお
配りし、12 回達成者には記念品を贈呈します。

湯『大人のための音読会』
声に出して読むことで、脳の活性化が期待できると言
われています。認識して表現する大人のための音読
会、お気軽にご参加下さい。

[日時]２月 20 日（土）13：30～14：30
[会場]湯梨浜町立図書館（湯梨浜町龍島 497）
（０８５８）４８－６０１２
★定期的に新刊図書も入荷しています。話題の図書や
懐かしい一冊など、皆さんの年齢や現在までの経験を
重ねてこられた今読むことで、以前と違った感想を持
ち、新たな“気づき”があるかもしれません。

渚にて
夏の終わり

Blue Hawaii
渚にて

(オリジナル
カラオケ)

湯梨浜町田後ご出身で、湯梨浜町 PR 大使の谷本
耕治さんの待望のセカンドシングルが 2/5 つい
にリリースされました。魅惑の低音ボイスを哀
愁漂うスチールギターにのせたハワイアン歌謡
曲です。日本中を駆け巡り、湯梨浜町の PR やご
自身の活動にも熱心な彼の周りには、いつも温
かい笑顔があります。詳しくは↓こちらまで♪
プロミネンス・ハーツプロダクション
http://p-h-p.jimdo.com/ 是非聞いてみて♥

I’m so so so
delighted!

★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
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
★ゆりはまにあ１月号（１/１０発行）新春お年玉クイズ
に多数ご応募いただきありがとうございました。
正解は「WTC」
（ワールドトレイルズカンファレンス）で
した。正解者の中から抽選をさせていただき、只今発送準
備中です。今しばらくお待ちくださいませ。
皆さまから貴重なご意見、情報、また温かい応援メッセー
ジなどいただきましたことを感謝申し上げます。
本当にありがとうございました。
これからも湯梨浜町観光協会、そして「ゆりはまにあ」を
どうぞよろしくお願いいたします。

