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会員募集中！！

「天女のふる里づくり」モニュメントお披露目式＆記念ウォーク
■湯梨浜町では、天女キャラクター「ゆりりん」の活用・天女も惚れ
たリゾート地「東郷湖」の魅力活用・住民共育・協働、イベント創造
など、東郷湖を中心とした地域活性化のさまざまな取り組み「天女の
ふる里づくり」事業を展開しております。これらを推進するため羽衣
石地区に語り伝えられる「羽衣天女伝説」に登場する天女と「東郷湖
の波」をイメージした 2 基のモニュメント設置に向けての制作を進め
ており、このたびようやく完成しました。これを記念して、10 月 5
日（水）彫刻家の先生や湯梨浜町長をはじめとする約 40 人が参加し、
設置場所である東郷湖羽合臨海公園内（長和田地区：めぐみのゆ公園
内）と、東郷湖羽合臨海公園内（南谷地区：café ippo テラス側）の
2 ヵ所でモニュメントお披露目式が行われました。

波のかたち

羽衣天女（はごろもてんにょ）

■造形 白御影石
H4,500×D550×W800ｍｍ
■制作 湯村 光
（ゆむら ひかる）
■設置 東郷湖羽合臨海公園
（南谷地区）

■造形 ステンレス製
H1,895×D1,000×W1,5
50ｍｍ（作品部）
■制作 関 正司
（せき まさし）
■設置 東郷湖羽合臨海
公園（長和田地区）
湯梨浜町に伝わる天女伝説に基づいた昇天像です。天界に帰
らねばならない定めとはいえ、地上の愛する人々との別離の
想いを断ち切りがたく、何度となく振り返りつつ羽衣を得て
昇っていく天女の想いを形にしました。
腰の衣は東郷湖の山々の重なりの形を写し、髪は湖面のさざ
波から、羽衣は日本海の波頭からイメージを得ています。

この作品は、東郷湖への賛歌です。私は東郷湖の水面を見て、
波の音を聞きながら育ち、現在東京に住む私はそのことをあ
りがたく大切に思っています。作品の多くに波状の形を取り
入れましたが、それは東郷湖の波のイメージによるものです。
東郷湖は私の彫刻制作の原風景になっています。この作品は
白御影石で作られ、自然に割れた面と人の手によって磨かれ
た曲面との調和によって構成されています。

モニュメントを結ぶ記念ウォーク
■羽衣天女モニュメントお披露目式の式典後、完成を記念して 2 基のモニュメント間約４ｋｍの記念ウォークが行われました。
簡単なストレッチ後、指導者の案内でめぐみのゆ公園内ウォーキングコースをスタート。
はわい温泉の湯けむりを感じながら今度は東郷湖羽合臨海公園内のウォーキングコースを進みます。水鏡のような東郷湖と
山々、向こう側には東郷温泉。目の前に広がる青々とした芝生には、のどかな犬のお散歩風景。季節の移り変わりと共に”風”を
感じながら参加者 8 人で「波のかたちモニュメント」を目指しました。
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湯梨浜町羽衣石に伝わる羽衣伝説
羽衣石山で天女が水浴びをしていたところ、
羽衣石山のふもとに住んでいた男が、岩の上に
脱ぎ置かれた天女の羽衣を取って帰ってしまった。天女は天に帰る
ことが出来ず、羽衣石山のふもとに降りてきて、その男の妻になっ
た。そして二人の子供をもうけるまでになったが、男は羽衣のことを
一切妻に話さなかった。ある日、天女は二人の子供にあり場所を聞き
出し、羽衣を着るとそのまま天に飛んで帰ってしまった。残された子
供たちは母を慕って泣き悲しんだということである。山頂近くには
羽衣を干した大きな岩があり、
「羽衣石」と呼ばれており、その石の
ある山を「羽衣石山」と呼ぶようになったということである。また、
泣き悲しんでいた二人の子供が、倉吉市にある小高い山に登り、太鼓
を打ち、笛を吹いて母を慕ったのでその山を「打吹山」と呼ぶように
なったそうである。 湯梨浜町教育委員会 文化財ガイドブックより

羽衣池

※現地の説明版にはお茶の水の井
戸と記されている

昔、羽衣石城の城兵の貴重な飲料水として
使われていたと思われる。羽衣石南条記に
「清水、北洞より湧き出、大干魃といえど
も乾くことなし」と記されているが、
「この井戸を汲み干すと大雨が降る」との
言い伝えも残る。また、往古天女がこの井
戸で水浴している間に羽衣を農夫に奪われてしまったとい
う伝説もある。
★全国各地に存在する天女伝説。それぞれの地域で天女伝
説を活用したまちづくりが行われています。
[天女のふるさとづくりに関するお問合せ]
湯梨浜町役場企画課 (0858)35-5313

日本のハワイ アロハカーニバル 2016 ファイナル
飲食店舗表彰

■日本のハワイ アロハカーニバル 2016 は、湯梨浜町とハワイを繋
ぐイメージを創り出し、呼称の一致のみならず自信をもって日本のハ
ワイと呼べるようしていくことを目的に、今年で 3 回目の開催でした。
7 月 1 日（金）～8 月 21 日（日）までの 52 日間「湯梨浜の夏はハワイ一色」という雰囲気の中
アロハカーニバルを運営して参りましたが、地元の皆さまはもちろん県外からも多くのお客様にお越しいただき、盛況のうち
に終了することができました。イベントを楽しんでいただいた全ての皆さまに心から感謝申し上
げます。ありがとうございました。期間中、湯梨浜町内や倉吉市内のアロハ商品提供店舗では「ア
ロハ丼」
「アロハバーガー」
「アロハスイーツ」のスタンプラリーが行われ、9 月 27 日（火）レス
トラン吉華を会場に期間中の販売総数、アロハカーニバルへの積極的な参加、並びに協力体制に対
して、金賞・銀賞・銅賞・そして特別賞の表彰が行われました。
★金賞★Café Achelino
湯梨浜町松崎 619（さくら工芸品工房１F）
営 11:00～21:00 ℡070-2367-1183
★ちょっとずつをたくさん！
スープ付で色彩豊かなオシ
ャレなワンプレートは大
人気。売上げ数 No１
★銅賞★Cafe 楽 ※土日祝は 8:00～営業
湯梨浜町はわい長瀬 687-1
営平日 9:00～18:00 ℡070-2367-1183
★カーニバルを意識したメニ
ューブックや可愛いポップ
にも惹きつけられ注文率ア
ップ！やっぱり美味しい♪

★銀賞★キッチンカフェ ルアウ
湯梨浜町はわい長瀬 555-1 ℡070-2367-1183
営 11:00～14:00/17:00～21:00
★初回より連続参加。アレンジ
されたグレイビーソースと鳥
取和牛ハンバーグが絶妙にマ
ッチ♪店内はハワイアンミュ
ー ジックも流れ、雰囲気抜群！
★特別賞★アロハカフェ
湯梨浜町宇野 2343（道の駅はわい）
営 11:00～18:00 ℡050-7123-7654
★ハワイらしいトロピカルフル
ーツもお料理にトッピング♪
鳥取和牛オレイン 55 メンチや
地元野菜をたっぷり使ったアロハ
丼＆バーガーです。

★アロハ丼提供店舗 12 店（販売総数 2,697）
、アロハバーガー提供店舗（販売総数 122）
、アロハスイーツ提供店（販売総数
531）
、売り上げ総数 3,350（１日平均 65.1）という結果でした。その他、エステやアロハカップ（お酒）
、コナコーヒーの提
供店舗もありました。オープニングメレフラパーティ、外部イベント出店（アイスコーヒー）
、東郷湖レイクアクティブ（レイ
クチューバー、カヌー、SUP、ヨガ）
、アロハモニュメント撮影など盛りだくさんの内容でした。今後も町の個性を生かした魅
力あるまちづくりイベントを企画していきたいと思います。皆さま、応援をよろしくお願い致します♡ ( * ´ ∀ ｀ * )
■10 月 9 日（日）国主神社（湯梨浜町北福/漆原）
で秋祭りが行われました。
神社は標高 10m の平地に境内があり、タブノキ・ケ
ヤキ・ムクノキ・ヤブツバキ・スギ･ムクロジなどの
巨木、老木を主体とする疎林があり、国主神社の社叢
（しゃそう）として町の文化財に指定されています。
この神社には、江戸時代に作られた獅子頭、尾冠、猩々
面（しょうじょうめん）、猿田彦面、瓢箪（ひょうた
ん）、胴拍子など、伯耆地方には大変珍しい麒麟獅子
一式が保管されています。因幡地方と但馬の国（兵庫
県北部）に伝わる麒麟獅子舞は、鳥取藩主池田光仲が
1650 年鳥取東照宮（現在の樗谿神社:おうちだにじ
んじゃ）を建立する際、神幸行列で行われたのが始ま
りといわれています。国主神社には、因幡地方には無
い胴拍子があるなど、全く同じものではない上に、伯
耆地方に保管されているのは謎であるとされていま
す。10 時から神事が始まり、地元中学生による浦安
の舞が奉納され、続いて岩美町岩井の御湯神社に伝わ
る神楽獅子が保存会メンバーによって奉納されまし
た。獅子舞奉納は実に 60 年ぶり。神社に保存されて
いる獅子頭は状態も良く、近い将来地元の皆さんで獅
子舞復活の日が来るかもしれません。

OPEN

■10 月 1 日（土）道の駅燕趙園内のレストラン「豊味園（ほ
うみえん）
」OPEN！台湾から移住されたご夫婦が営むこのレス
トランは、広々とした店内でボリュームたっぷりのお昼の定食
と全 55 品のお料理･ソフトドリンク･デザートをバイキングで
楽しむことができます。時間は 90 分。急ぐことなくゆっくり
と食べられますよ。そしてバイキング時間内は、何と！！ピリ
辛が旨い台湾ラーメンをはじめとする各種ラーメンを無料で
別注できるんです。やや小さめの器ですので、他のお料理もし
っかりお召し上がりいただけます。お友達とシェアして食べる
のもいいですね。ぜひお出かけ下さい♪表示は税別料金です。
［料金表］※65歳以上の方は200円引き
平日/昼 夜

土日祝/昼 夜

大人/中高生 1,180円 1,380円

1,280円 1,580円

小学生

780円

780円

880円

880円

３歳以上

480円

480円

580円

580円

無料

無料

無料

無料

3歳未満

台湾料理 豊味園（湯梨浜町引地 563-1）道の駅燕趙園内
TEL/FAX(0858)48-6336 営 11:00～23:00 無休

■近年、まちの歴史や伝説、伝統文化、自然景観などを地域住民などが訪れる旅行者等に案内･紹介する「観光ガイド」活動が全
国的に盛んになっています。より多くの皆さまに湯梨浜の魅力を知っていただくため、観光ガイド活動の取り組みを進めており、
現在 16 名のメンバーが登録されています。今年度も、さらにガイドに携わる人材を育成するための養成講座（全 6 回）を開講し
ます。お客様へのおもてなしはもちろん、地域の良さを認識できるほか、交流の場もぐーんと広がりますよ。
どうぞお気軽にお問合せ下さい。

今滝(ウォーキング)にて

日
１

時

10 月 12 日（水）
13:30～15:00
10 月 23 日（日）

２

9:30～11:30
11 月 2 日（水）

３

13:30～15:30
11 月 9 日（水）

４

５

６

終日
11 月 26 日（土）
13:30～16:00
12 月 7 日（水）
16:00～17:30

プログラム
開講式、自己紹介、今後のスケジュール、ガイド
の会の説明、
「町の歴史･文化について」の研修
講師：尾川伸弘氏
伝統行事を知ろう 講師：土井吉人氏
(倉吉市観光ガイドとの合同研修)
松崎名物「三八市」を歩きながら歴史を学ぶ
東郷湖周辺の魅力勉強会、カニバス乗務の研修
町マイクロバスにて、東郷湖を中心に、ガイドを
するポイントを確認（下車説明：倭文神社）
講師：田渕喜之氏、土井吉人氏、事務局
先進地事例研修 近隣のガイド団体を視察
米子市・松江市美保関町（予定）
安楽寺・尾崎氏庭園（湯梨浜町宇野）公開
講演･見学
閉講式 研修
講師：中前雄一郎氏

先進地事例研修
(湖山池遊覧船ガイド)

■10 月 12 日（水）湯梨浜町観光ガイド養
成講座開講式が役場別館会議室で行われ、新
メンバー3 人を含めた 13 人が参加しまし
た。自己紹介で顔合わせをしたあと、湯梨浜
町観光ガイドの会会長 田渕喜之さんがガイ
ドの会の活動について説明、養成講座 1 回
目として生涯学習･人権推進課尾川伸弘さん
を講師に町の歴史･文化財についての研修を
行いました。県内外からのガイド依頼の他、
今年度 12 月 17 日(土)～鳥取⇔大阪間を運
行する「カニバス」添乗業務が決定しており
ます。開講式は終了いたしましたが、カニバ
ス添乗業務等、ガイド業務に興味を持たれた
方はお気軽に事務局まで
お問合せ下さい。

◎４回以上出席で、ガイドの認定基準をクリアするものとし、クリアした方には
認定証を授与します。
◎ガイド業務には、指定のユニフォーム(ベスト)・帽子・名札を貸与します。
★県内外からのガイドの会への観光案内申込みをお待ちいたしております。
[問合・申込]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
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■東郷湖の南東岸に位置する旧東郷町松崎は、古くは宿場町と
して栄え、交通の要衝だったところです。東郷湖からお湯が湧
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
通すると商店や問屋、温泉宿などが建ち並び、市も開かれるな
ど、ますます賑わいをみせました。そんな昔ながらの手作り市
「三八市（さんぱちいち）
」が今年も賑やかに、しかもパワーア
ップして開催されます。みんな松崎に集合～♪♪

(開催日）10 月の３と８のつく日 6 日間
10 月 3 日（月）/8 日（土）←終了しました
13 日（木）/18 日（火）/23 日（日）/28 日（金）
★楽しいイベントもりだくさん★
13 日 絵本のおうち 10:00～ 場所：虹色ハウス
妖怪ショー11:00～/19:00～ 場所：ゲストハウスたみ
料金：一般 1,000 円 小学生以下無料
つまみぐいストリート 10:00～ 名物ごっついきつね・
美味しいお惣菜たち・美味しいおせんべい・美味しいクッキ
ー・美味しいドーナツなどなど
もんだりおしたりさすったり
16 日 ゆりはま天女おもてなしウォーク
（東郷湖とレトロな街並みウォークおもてなし）
もんだりおしたりさすったり、つまみぐいストリート
23 日ダンスパフォーマンス、鬼嫁コンテスト、鬼嫁行列
28 日三八大抽選会、夜カフェ：梅や/ゲストハウスたみ
※イベント内容は変更することがあります。

★HAKUSEN(カフェ湯梨浜町旭 127－２)さんが作った
み～んな違う顔が楽しい“鬼嫁クッキー”です。サクサク食感と
シナモンの香りがたまならい♪
★老舗仕出し料理店会席佐藤さんの“鬼むすび” 美味しくて小腹を満
たしてくれる食べやすいサイズ。

■9 月 28 日（水）松崎の三津国自転車を会場に、鳥取県中部で活
躍する元気な女性の取り組み等を発表する「鬼嫁サミット」が開催
されました。参加者は全て、松崎神社でご祈祷済みのありがた～い
「鬼のツノ」を着け、鬼嫁の里プロジェクト、倉吉市の大鳥屋、鳴
り石友の会の皆さんのそれぞれの活動報告が行われました。何を残
して何を伝えていくのか、女性が活躍すると地域が盛り上がる！
町を元気にする多くのヒントを得ました。
鬼嫁ダンスの披露のあとは、昼食休憩をはさんで午後から第二部。
鬼嫁交流会では意見質問も活発に、結果だけでなく皆が同じ方向に
力を合わせることでその過程の中で生まれるものもあります。
今後も女性の視点からの地域づくりを目指していきます。
[三八市問合わせ] 三八市実行委員会 090-7779-6175(野口)

■県内 21 ヵ所の観光案内所などに設置し
てあるスタンプを集めて応募すると、抽選
で A コースペア宿泊券（スタンプ 3 個）
・
B コース選べるご当地プレゼント（スタン
プ 2 個）が当たります。スタンプ設置場所
1 ヵ所につきスタンプは１個。同一店舗の
スタンプが 2 個以上押してある応募用紙
は無効ですのでご注意ください。
トリパス」はバッグにも入るコンパクトサ
イズ！旅のお供にぴったりですよ★

倉「B 級グルメバトル EX」
鳥取県中部のグルメが味の競演！来場者の“バトルボー
ル”でチャンピオンが決定します。
ゆりはまを愛すプロジェクトより「ゆりはまアイス」を
販売します。皆さまの応援をよろしくお願いいたします。

[開催]10 月 15 日（土）･16 日（日）
[時間] 9:30～14:00 売り切れ御免
[会場]倉吉未来中心ふれあい広場（中庭）
[問合] 一財）鳥取県中部観光推進機構
(0858)24-5024
湯「愛らぶ東郷池 バイク or ウォーク」

[キャンペーン期間]
平成 28 年 10 月 1 日（土）～平成 29 年 3 月 31 日（金） 東郷池の周りをサイクリング、またはウォーキングしな
秋旅応募：平成 28 年 10/1（土）～平成 28 年 11/30（水） がらスタンプラリー形式でポイント地点を目指そう。お
冬旅応募：平成 28 年 12/1（木）～平成 29 年 2/28（火） 友達やご家族と一緒に湯梨浜の自然を満喫しませんか。
湯梨浜エリアパスポート優待施設 14 店舗
羽衣・しあわせひょうたんの宿水郷・翠泉・山本みやげ店・ハワイゆ
～たうん・あかまる牛肉店ハワイ店・国民宿舎水明荘・湖泉閣養生館・
中国庭園燕趙園・道の駅燕趙園・ゆアシス東郷龍鳳閣・中国土産処處
老龍頭・福羅酒造株式会社・ぱにーに湯梨浜店
[問合]鳥取県観光連盟（0857）39-2111
http://www.tottori-guide.jp/

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

歴史、文化、伝統、グルメ、芸術♪鳥取の魅力いっぱい！充実のコ
ースをらく～に満喫できる「らく～だバス」運行中です。
県外からのお客様はもちろん、お仲間同士、地域のレクリエーショ
ン、ご家族旅行にもご利用下さい。
[運行期間] 2016 年 10 月 2 日（日）～2017 年 3 月 26 日（日）
★期間中の毎週日曜日に運行します。
（１/１運休）
ツアー料金（お一人様）
大人 4,000 円小人 3,000 円
※入館料･見学料・昼食代込
8:30 三朝温泉観光商工会館前
8:50 はわい温泉･東郷温泉観光案内所前
9:05 倉吉駅バスターミナル
↓
鳥取二十世紀梨記念館→河本家住宅→
梅津酒造→昼食/牛骨ラーメン（レスト
ラン吉華）→10/2～12/25 期間:鳥取砂
丘→砂の美術館(2017.1/8～3/26 期間
かにっこ館→鳥取砂丘
↓
16:00 鳥取駅･鳥取温泉 16:30 鳥取砂丘コナン空港
17:10 はわい温泉･東郷温泉観光案内所
17:25 三朝温泉観光商工センター 17:40 倉吉駅バスターミナル
[申込み･問合わせ]鳥取中部観光推進機構（0858）24-5024
https://tottori-iyashitabi.com/recommend/1250/

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

東郷池産しじみ汁振る舞い★地元フルーツ試食
全ポイント達成者＆クイズ全問正解者に粗品プレゼン
ト！！※数に限りがございます。

[開催]10 月 2９日（土）少雨決行
[時間]開会式 9:30～9:45 スタート 9:45
受付 9:00～9:30
[参加費]無料
[参加資格]自転車をご持参いただければどなたでもお申込みい
ただけます。ただし、小学生以下は保護者同伴の参加、中･高生
は保護者の同意が必要です。1 名～4 名でお申込み下さい。自転
車の方はヘルメット着用をお願いします。途中で自転車とウォ
ーキングの交代も可能です。

[申込期限]10 月 23 日（日）
[開会式開場]ハワイ夢広場
[申込･問合]湯梨浜町役場町民課
担当:山本（0858）35-5318 携帯･スマホは↑コチラ
湯「橋津歴史ウォーク」
鳥取藩の米蔵で、鳥取県内に現存する唯一のものである
橋津藩倉。無料ガイド付のウォーキングで史跡めぐりを
しませんか。雨天決行

[開催]10 月 29 日（土）
[参加費]無料
[集合場所]橋津藩倉前
[時間]９：００集合 お昼は藩倉カレーを販売 300 円
[コース]橋津藩倉→湊神社→馬ノ山 1 号墳→馬ノ山 4 号
墳→馬ノ山展望台→ハワイ風土記館→離水海食崖→橋津
お台場→橋津藩倉まで約４ｋｍ

[問合]湯梨浜町教育委員会事務局(0858)35-5367
★古本市＆骨董市★
[会場]橋津藩倉の尾垂周辺 [時間]13:00～16:00
出店料無料、個人出店は段ボール１～3 箱程度。
机、いす等は各自でご準備下さい。
業者さんも出店予定です。ぜひお出かけ下さい♪
[問合]橋津歴史塾（担当：根井）(0858)35-3610
湯「中国庭園燕趙園 重陽節」
昔の祭日であった五節句の最後を締めくくる節句で「菊
の節句」と呼ばれています。中国ではこの日、自分や家
族の長寿と一族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。

10/23（日）谷本耕治我楽多ライブ 2016 ★谷本耕治恒例の秋ライ [開催]11 月５日（土）・6 日（日）
5 日（土）水餃子を作って食べよう
ブ開催！！ピアノ伴奏でのシャンソンも見逃せない♪
11:00～ 定員 30 名 材料費 300 円※予約 OK
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） 4 日（日）和太鼓演奏 逢鷲太鼓連おうしゅうたいこれん
イベントスケジュールをブログでチェックみんなで谷本耕治さんを応援しよう

11:00～/14:30～

http://ameblo.jp/koji-tanimoto/ ←こうちゃんの近況やスケ ★終日イベント/中国遊び/魚洗/燕趙園クイズラリー
[入園料]大人 500 円 小･中学生 200 円 9:00～17:00
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♪
[会場･問合]中国庭園燕趙園 (0858)32-2180
(問合)プロミネンス・ハーツプロダクション http://p-h-p.jimdo.com/

