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会員募集中！！

■東郷湖の南東岸に位置する旧東郷町松崎。以前は宿場町
として栄え、商業も盛んで交通の要衝だったところです。
古くから東郷湖中に温泉が湧き、湯治場として知られていましたが、明治 37 年山陰本線が開通し
松崎駅が開設されると商店や問屋、温泉宿が建ち並び「松崎市（現在の三八市）
」も開かれ、ます
ます賑わいを見せました。時代の流れと共に商店も少なくはなりましたが、赤や黒の瓦屋根、間口 来月は三八市があるわ。私たち
に会いにいらして♪オホホホホ
が広く開放的な造りなど、伝統的な建物が残る昭和レトロな落ち着いた佇まいです。
そんな“松崎”を鬼ヶ島にみたて、地域において楽しく奮闘活躍していく女性を増やし、活性化した地域社会を目指して平成 27 年
「鬼嫁の里プロジェクト」が発足しました。三姫物語ツアー、ONIYOME コンテスト、鬼が島イベントなどの体験事業を通じて、
地域で活躍するために必要な知識を深め、一人ひとりが楽しく参加する場を広げ、それぞれの地域での活躍を目指します。
来月はいよいよ松崎名物「三八市」が開催されます。笑顔いっぱい♪アットホームで楽しいイベントが盛りだくさん。おじいちゃ
ん、おばあちゃん、恋人同士、ご夫婦、ご家族で★みんなで ONIYOME５に会いに行こう！
さまざまなイベントで大活躍中の ONIYOME5 をノゾキミ
その正体は・・・

信頼

絆
武汰 天鬼（ブタ テンキ）
切り込み隊長！みんなの
ためなら労を惜しまな
い。向かうところ敵ナシ。

菩朱 天鬼（ボス テンキ）
菩薩の心で惑わせる。顔で
笑って心は天鬼！プロジ
ェクト代表の頼れる存在。

尊敬

杏饅 天妃（アンマン テンキ）
グ ル メで 美味 し いも の大 好
き！あまりエサを与えないで
下さい。みんなまとめて食っ
ちゃうぞ～

■戦前は『八月市』の名称で、稲を掛けるための
竹の売買を主として旧暦の 8 月、３と 8 のつく日
に行われており、鍬などの農具の他に日用品や雑
貨、野菜なども並び多くのお客様で賑わったそう
です。戦後は名称を変え、
『松崎市』として 10 月
の 3 と 8 のつく日に行われました。
後に３と８で表現したほうが分かりやすいので
はないかという意見のもと、
『三八市』となり、現
在では昔の市を復活させただけでなく、地域の人
やお客様も年齢、性別、国境を越えて♪皆が楽し
める手作り朝市として人気が高まっています。

友情

桃 天妃（モモ テンキ）
美味 しいは街 の元気 ♪
名物 料理でア ナタの 胃
袋をワ・シ・ヅ・カ・ミ。

看尼 天妃（ミニ テンキ）
ニューフェイスの小鬼♪足
つぼマッサージ店の他に
「いきいき直売よどや」に
「にちようぶんご Dola」を
開設。心も体も癒します。

[開催] 2016 年 10 月 3 日（月）
8 日（土）/13 日（木）/23 日（日）/
28 日（金）※10 月の３と８がつく 5 日間のみ
開催します。日によってイベント内容が異なりま
すのでお問合せ下さい。
[問合]三八市実行委員会
野口 090-7779-6175
↓新着情報はコチラ
https://www.facebook.com/matsuzaki381/
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WTC（ワールドトレイルズカンファレンス）
ゆりはま天女おもてなしウォーク
★鬼ヶ島でおもてなし★
鬼嫁行列もあるよ
第 2 回鬼嫁コンテスト 10:00～三八升形広場
★出場者募集★老若男女問わず！選抜 15 組
個性あふれるコスチュームで「鬼嫁の雄叫び」
を披露してみませんか。

松崎名物 “鬼のツノ” もちろん手作りです。
このツノは皆様の安全、健康、長寿などを願い、地元
松崎神社にてご祈祷をしていただいております。
これを着ければアナタも鬼嫁？！
[販売店]野口商店/カフェ梅や
/いきいき直売よどや
[価 格] 1 本 300 円
2 本 500 円

[問合]鬼嫁の里プロジェクト 三津国 090-7898-2965

■8 月 13 日（土）湯梨浜の夏の風物詩 中国庭園燕趙園夜間イベ
ント”幻想の夕べ”が開催されました。
灯籠の優しい光が庭園内の回廊や水面を照らし、どこか懐かしさ
を感じる癒しの時間。日本では「胡弓」と呼ばれる中国の楽器「二
胡」のコンサートも行われ、来場された方々は奥深く魅惑的な音
色に酔いしれました。また翌週末の 8 月 19 日（金）
・20 日（土）
には、2 夜連続で庭園花火が打ち上げられました。18:00 から夜
間入園の受付が始まり、19:30～始まった橋の上からの雑技ショ
ーに続いていよいよ花火♪今年は、夏らしくポップな音楽に合わ
せて打ちあがる「音楽花火♪」曲のサビに合わせて、音と共に勢い
よく夜空へと上がる光、パッと明るく照らされた庭園はまるで別
世界のようでした。

次回イベントは 9/17（土）～9/19（月・祝）
「中秋節」
3,000 年の歴史があり、中国四大祭りの一つで春節に次い
で二番目に大きなお祭りです。
17 日（土）
：中国獅子舞 11:00～/14:00～
18 日（日）
：和太鼓 11:00～/14:00～
19 日（月）
：水餃子を作って食べよう 11:00～定員 30 名
材料費 300 円 ※予約も承ります。
★雑技ショーは毎日開催中（9:30/13:30/15:00）
その他楽しいイベント企画も盛りだくさん！
詳しくは下記にお問合せ下さい。

【問合】中国庭園燕趙園（0858）32-2180

■鳥取県を代表する秋の味覚二十世紀梨。8 月 22 日（月）JA 鳥取中央東郷梨選果場（湯梨浜町
中興寺）にて「二十世紀梨初出荷式」が行われました。今年は天候にも恵まれ、平均糖度は 11.3％
と、甘さ･大きさ･果汁ともに申し分ない生産者も消費者も喜ぶ仕上がりの梨になりました。
宮脇正道湯梨浜町長の挨拶から始まった式典に、JA 鳥取中央女性会東郷支部の皆さんによる
鳥取梨もぎ音頭や、とうごうこども園 5 歳児の皆さんによる出し物が花を添えました。
初荷を乗せたトラックの運転手へ、昔ながらの絣の着物と手ぬぐいを頭に被った梨娘から梨かご
が手渡されると、旅の安全と梨の高騰を祈ってテープカット。
ファンファーレと共にトラック 6 台が関西や首都圏の市場へ向けて出発しました。この日は 1 万ケース（1 ケース 10kg）
出荷され、9 月の中旬までに 2200 トンを出荷し 10 億円の販売金額を目指します。

[問合]JA 鳥取中央東郷梨選果場 8:30～17:00
TEL(0858)32-2014 FAX(0858)32-2137
梨のオンラインショップ↓チェックしてね
http://www.togo-kudamono.com/
食べる？

■9 月 3 日（土）あやめ池公園（湯梨浜町藤津）
でタマノカンザシ観賞会が行われました。
タマノカンザシは中国北部原産のユリ科ギボウシ属の多年草
で、日本へは江戸時代中期に渡ってきました。
大きな丸いつぼみをつけ、日没から夜にかけて純白の大輪を
咲かせる花は上品な香りが人気で、翌朝の午前中まで楽しむ
ことが出来ます。美しいのは花だけではありません。
艶のある大きな葉にははっきりとした葉脈があり、まるで彫
刻を施したよう。
公園内シェードガーデン（約 100ｍ）には、一重咲き 150 株･
八重咲き 150 株が植えられています。花言葉は沈静・静寂・
静かな人。世界三大美女の楊貴妃も特に愛好したといわれて
います。
あめ池公園には季節の花がいっぱ
い！
花言葉を知ることで、現代も変わ
ることのない感情を感じ取ってみ
てくださいね。
【問合】東郷湖羽合臨海公園
（0858）32-2189

梨の甘みとスパ
梨をセットしてハンドル
イシーなカレーとの相性は抜群！ を回すと・・

■9 月 4 日（日）東郷梨ファン待望の「東郷 梨まつり」
が JA 鳥取中央東郷梨選果場にて開催されました。
会場には梨ののぼり旗がパタパタと秋の風に揺れ、梨色
のポロシャツに身を包んだスタッフがお出迎えして下
さいました。威勢の良い呼び声とい～匂いに誘われて
たこ焼き、たい焼き、焼きそば、焼き鳥、ねばりっこ
(長いも)などの屋台も大盛況でしたよ。まつりの目玉は
やはり「梨食べ放題」
「梨ジュース」
「梨詰め放題(500 円)」
梨を使用した「梨カレー」も大人気！湯梨浜の秋イベン
トにふさわしく笑顔いっぱいの日曜日
となりました。
選果場に併設された直売所では、二十
世紀梨や新甘泉（赤梨）などの販売を
しています。進物用の梨も受け付けて
いますので、お気軽にお出かけ下さい。
梨の詰め放題★箱の中の 【問合】JA 鳥取中央東郷梨選果場
梨を指定のナイロン袋へ！ （0858）32-2014

5 部門で、直線 200ｍの着順及びタイムにより順位を決め
ます。揃いのウェアに身を包み、どのチームも気合十分！
ファイナルは、TOGO カップ 1 位ｂｐ・チャレンジカップ
1 位 PEACH BOYS・レディースカップ 1 位 MANGO
GIRLS・ゆりはまカップ１位とうごうこども園保護者会
A・ジュニアカップ 1 位鳥取 Jr.レーシングカヌークラブ
という結果でした。来年は、応援側から選手側へ？皆さま
のご参加をお待ちしております。
■8 月 21 日（日）ハワイ夢広場を会場に第 16 回東郷湖ドラゴン
カヌー大会が開催されました。ドラゴンカヌーは、古代中国で生ま
れた世界最古の手漕ぎ舟競漕で、日本には約 400 年前に琉球へ伝
わり、50 年後長崎に伝わったと言われ沖縄では「ハーリー」、長崎
では「ペーロン」と呼ばれています。その後、1976 年香港で競技
化され、アジア選手権、世界選手権もあるれっきとしたスポーツで
す。本大会は、１クルー10 名（太鼓 1 名、舵取り 1 名、漕ぎ手 8
名）で構成され、TOGO カップ･チャレンジカップ・レディースカ
ップ･ゆりはまカップ・ジュニアカップ（中学生/ファミリー）の

東郷湖でレイクアクティビティ/毎週日曜日営業
★カヌー体験★
湯梨浜の自然と触れ合いスイスイと水面をすすむ心地良さ。
[体験時間]約 1 時間
[料金]大人 1,000 円/小学生以下 800 円
★SUP 体験★
東郷湖を身近に感じられる SUP.湖中の魚がパシャン！！
歓迎のサプライズも。
[体験時間]約 30 分 [料金]大人 1,000 円/小学生以下 800 円
[問合]café ippo（0858）35-6161
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■9 月 7 日（水）大阪市内の中学 3 年生 193 人が修学旅行で湯梨浜町に来られ
ました。近年、観光だけでなく課題の発見と解決に向けて主体的･協動的に学ぶ
学習や、体験型を重視した旅行プランが注目されており、鳥取市や倉吉市におい
ても中山間地域の農家との交流を目的に受け入れが増加傾向にあります。
湯梨浜町での体験メニューは、東郷湖の風と一体となりチームの心をひとつにし
て漕ぐ「ドラゴンカヌー」と、地元ベテランゴルファーと共にスポーツを通じた
異世代交流により、豊かな心とコミュニケーションが身につく「グラウンドゴル
フ体験」。穏やかな気候、日本海と東郷湖をとりまく自然の景色が素晴らしい湯
梨浜町は修学旅行コースとしても人気が高まりつつあるようです♪
今回の旅行団は 2 泊 3 日の行程で、2 グループに分かれて関金町の農家と、はわい温泉望湖楼に一泊ずつ交代して宿泊し、そ
れぞれのメニューを体験しました。ドラゴンカヌー、グラウンドゴルフ共”初めての体験”の生徒さんがほとんど。
カヌー体験では、太鼓を叩き、各チームオリジナルの掛
け声と共に息を合わせて船を漕ぐ難しさ、一つの事をや
り遂げた達成感を仲間と共に感じることができたようで
す。今後も地域の人との触れ合いも重視して、修学旅行
（教育旅行）を広めていきたいと思います。
ありがとうございました。
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■今年も“カニ”の季節がやってきました。9 月１日のベニズワイガニ漁解禁、11
月上旬の松葉ガニ漁解禁に合わせて鳥取県の大人気イチオシ企画の紹介です。
今年のキャンペーンは３段階に分かれてるよ～。
第 1 弾 宿泊して旬のカニが当たる！
平成 28 年 9 月 1 日（木）～平成 29 年 2 月 28 日（火）
キャンペーン期間中、パンフレットに掲載された対象の旅館･
ホテルに宿泊しスタンプ（宿泊施設証明印）を押したハガキ 総重量○ｋｇ
で応募すると、抽選で旬のカニが当たります台紙はパンフレ シジミパワーオルニチン協力(貝殻提供)
民宿鯉の湯/笑酒繁じょう
ットについていますよ♪切手は不要です。
第２弾 写真を撮ってコンテストに応募！特産品が当たる！ 第 3 弾 プレゼントが当たる！
平成 28 年 10 月 1 日（土）～平成 28 年 12 月 31 日（土） 蟹取県に潜む怪獣図鑑スタンプラリー
平成 29 年 1 月１日（日）～平成 29 年 2 月 28 日（火）
パンフレットの台紙に、県内１０ヵ所
に設置された怪獣スタンプを押して
キャンペーン期間中、観光案内所や観光施設に設置された
（１ヶ所以上で応募できます）写真を
カニキャップをかぶるなど、カニに関するオリジナル
撮り、下記ホームページに送って応募
写真を撮ろう♪カニ＆ピース フォトコンテストに応募す
すると、抽選で素敵なプレゼントが当
ると、町の特産品が当たります。
JR 倉吉駅構内には顔出し
たります。
詳しくは www.kanitriken.jp にアクセスしてね。
パネルもあるよ！
はわい温泉･東郷温泉観光案内所は⑤のスタンプ！ 怪獣”シジミ
ンガーカニキャップ“もあるよ。スタンプ押印で
オリジナル東郷湖しじみクリップをプレゼント♪
【問合】鳥取県庁観光戦略課（0857）26-7237
www.kanitoriken.jp

■湯梨浜町観光ガイドの会では、年に数回の養成講座（10 月～12
月全 7 回程度）を受講していただき、一緒に楽しくガイド活動を
してくださるメンバーを募集しています。
町内在住、町内勤務の方、意欲のある方！年齢･経験は問いません。
詳しくは湯梨浜町観光協会までお問合せ下さい。
昨年（平成 27 年度）養成講座プログラム
10/8 開講式、自己紹介、机上講習（役場別館第 3 会議室）
10/13 松崎名物三八市をめぐりながら歴史を学ぶ（松崎地区）
10/22 東郷湖周辺魅力勉強会・カニバス乗務の研修(マイクロバ
スにて車内研修)
11/5 ノルディックウォーク教室「滝めぐりの道」
（今滝）
11/12 実際にガイドをしてみよう①（役場別館第 3 会議室）
11/19 先進地事例研修、近隣のガイド団体を視察
（智頭宿･石谷家住宅･河原城・湖山池遊覧）
12/3 実際にガイドをしてみよう②（役場別館第 3 会議室）
12/17 町の観光商品、特産品･加工品試食、食についての勉強会
閉講式（レストラン吉華）
【問合わせ】湯梨浜町観光ガイドの会（0858）35-4052
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■観て泊まって３つのスタンプを集めて特産品を当て
よう。倉吉市･三朝町･湯梨浜町・北栄町･琴浦町・蒜山（岡山）それ
ぞれの市町村及び地域 27 ヵ所とスペシャルポイント２ヵ所の各施
設にスタンプを設置。各エリアから１ポイントずつ、合計３ポイン
トを集めて応募すると抽選で６エリアの特産品が当たります。
宿泊は２ポイントもらえますので、残り１ポイントを別エリアで
GET してね。スタンプラリー台紙裏面に応募ハガキが付いています。
各施設に設置してある応募箱に投函、または郵送でご応募ください。
平成 28 年 9 月 1 日（木）～ 10 月 31 日（月）
※応募締切 11 月 7 日 （月）必着
★湯梨浜からの自慢の特産品★
3 名様
地酒 山陰東郷 特別セット
明治時代から引き継がれた伝統の造りを大切
にし、恵まれた大地と水を利
用した酒造り。生もと造りの
純米酒にこだわる山陰の銘
品をぜひご賞味下さい。6 エ
リアの思い出と共に、軽快で
辛口の純米酒で乾杯♪
福羅酒造 湯梨浜町松崎 451 (0858)32-2121
[問合]鳥取中部観光推進機構（0858）24-5024
https://tottori-iyashitabi.com/
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10/8（土）松崎三八市 谷本耕治ステージ
10:00～ 三八市通り特設ステージ （湯梨浜町松崎）
10/23（日）谷本耕治我楽多ライブ 2016 ★谷本耕治恒例の秋ライ
ブ開催！！ピアノ伴奏でのシャンソンも見逃せない♪
開演 13:30（開場 13:00）チケット 3,000 円全席自由
倉吉交流プラザ視聴覚ホール（倉吉市駄経寺 187-1 倉吉市立図書館２F）
みんなで谷本耕治さんを応援しよう！！
http://ameblo.jp/koji-tanimoto/ ←こうちゃんの近況やスケ
ジュールなどがチェックできますよ。ぜひ読者になってね♪
(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「スイーツだよ！全員集合」
パティスリーミノウラ/箕浦シェフ渾身のスイーツを温
泉入浴と共にお楽しみ下さい。

[開催] 9 月 25 日（日）
[受付] 14:00～15:00（受付 13:30～）
[料金]お一人様 2,000 円
★スイーツ 10 品
★コーヒー・紅茶
★温泉入浴（タオル付）
[会場]はわい温泉 羽衣 湯梨浜町はわい温泉 21-1
(0858)35-3621
湯「ゆりはま大漁まつり」
湯梨浜のうまいもん集合！海の幸に感謝♪新鮮な魚販売
や屋台村も出るよ。

[開催]10 月 2 日（日）
[時間]10:00～13:30（雨天決行）
10:00～オープニングセレモニー、ステージイベント
★タッチングプール 魚やヒトデと触れ合おう。
★漁船の乗船体験 大人 500 円/小人 300 円
※天候により船が出ないことがあります。
★はたらく車大集合
★鳥取県栽培漁業センターパネル展示
★バルーンピエロがやってくる
★湯梨浜の特産物･加工品販売 11:00～
[会場]泊新港周辺
[問合]湯梨浜町商工会 (0858)32-0854
湯「国主神社秋祭り★神楽獅子舞がやってくる」
国主神社（湯梨浜町北福 306/神社は漆原の境内）の秋
祭りに岩美町岩井にある 1,200 年の歴史がある御湯（み
ゆ）神社の神楽獅子舞を奉納していただきます。

[開催]10 月９日（日）
[時間]10:00～祭典
★国主神社には、江戸時代に作ら
れた麒麟獅子一式が保管されて
いますが、麒麟獅子が伯耆国に
あるのは学術的にも大変珍しいということです。
氏子の皆さんはもちろんのこと、多くの皆さまのご
参加をお待ちしております。
[会場]国主神社
[問合]湯梨浜町観光協会 (0858)35-4052
湯「あやめ秋の感謝祭 2016in 燕趙園」
毎年恒例の秋イベントを中国庭園燕趙園で開催します。

[開催] 10 月 10 日（月･祝）豚汁無料配布
[時間] 10:00～16:00
12:00 より
★ゲームコーナー（有料）ふわふわドーム、スーパーボールすく
い、輪投げ他
★クイズラリー クイズを解きながら楽しく散策しよう♪
★建設重機を体験試乗 パワーショベル、草刈りり機など
★寄せ植え教室（参加料 1,500 円）定員 20 名
★木の実のリース作り 13:00～ 参加料 500 円 研修室にて
★みかんの詰め放題 １袋 500 円
★餅つき体験コーナー つきたてのお餅をきなこ餅で販売。
★飲食コーナー 焼き芋、からあげ、揚げタコ、フランクフルト

[会場]東郷湖羽合臨海公園（0858）32-2189
緊急告知
燕趙園レストラン「豊味園（ほうみえん）」
10 月 1 日（土）OPEN
★中国人料理人が腕をふるい、本格的な中華料理
を提供します。

