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会員募集中！！

七福神足湯めぐりと

湯梨浜町観光協 NEW プラン

東郷湖縁起めぐりセット

契(ちきり)大明神縁結び

■服を着たまま気軽に温泉を楽しむことができ、疲労回復やリラックス効果も実感できる足湯。湯梨浜町には、はわいエリアに
4 つ、東郷エリアに３つ全てに神様の名前がついた７つの足湯があり、どなたでも気軽に楽しんでいただけます。
そんな縁起の良い七福神の足湯と、はわい温泉にある縁結びの神、契大明神（宮本神社）をめぐる『東郷湖縁起めぐりセット』
が湯梨浜町観光協会から登場します。縁起の良い“あげまき結び”に包まれた契大明神の伝説が記された巻物、うちわ、タオルに
宮本神社で祈祷していただいた開運おみくじ付きセットはもちろん完全オリジナル！
男女の縁を結ぶだけでなく、心も体もポカポカに、全てに良い関係を築くことが出来るよう♪東郷湖縁起めぐりをしてみません
か。※お求めはチラシのある販売店で♪

①福禄寿の湯ゆの宿彩香前
レトロ感漂う古木色の佇まいが人気の
足湯です。照明がつくと何ともいえない
雰囲気に包まれます。

②恵比寿の湯

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。少し深めなので、水圧を
利用して足の指の開閉運動にも効果的。

③
②

①

④

③寿老人の湯

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。

④弁財天の湯
望湖楼屋形船船着場前
旧船着場にあり、かつてシ
ジミ漁で使用されていた
舟を利用した足湯です。
間近で泳ぐ水鳥を観察し
ながら、定期船が通ってい
た頃に思いをはせてみる
のもいいですね。
(コチラは定員４名です)

⑦
⑤

⑥

⑤布袋の湯
めぐみのゆ公園内
循環式の足湯で、しっかり
した囲いがある為ある程度
の雨風もさほど気になりま
せん。地元のお客様も多い
ので交流も楽しいですよ。
温泉卵/温度 75℃/約 25 分
も作れます。

⑥毘沙門天の湯

東郷湖畔公園内
2 匹の鯉を模ったモニュメントが目印の
解放的な露天足湯。2 人で入れば恋が成就
するとか。温泉卵/温度 85℃/約 18 分も
作れます。

⑦大黒天の湯

ぱにーに店内
水鳥が泳ぐ姿や、沈む夕日など抜群
のロケーション♪足湯に入りなが
ら美味しいパン＆ドリンクも楽し
めます。

１セット参百縁（300 円）
◆足湯タオル◆

宮本神社
福禄寿の湯

七福神がプリントされたタオルです。
◆足湯めぐりうちわ◆
裏の足湯マップを参考にそれぞれに趣向を
凝らした７ヶ所の足湯を楽しんでください。
◆契大明神巻物◆
縁結びにまつわる昔話をひも解いてみまし
ょう。
◆開運おみくじ◆
神様からのメッセージをじっくりと読んで
理解し、大切に心に留め置きましょう。
◆湖底からのお湯をポンプで汲み上げ、集中管理し各足湯へ配湯しております。
源泉掛け流しのため、天候や時間帯、足湯の形状等によって適温にならないこ
とがあります。ご不明な点がございましたら、下記までお問合せ下さい。
[問合]湯梨浜町観光協会/はわい温泉･東郷温泉旅館組合
℡（0858）35-4052 Fax（0858）35-4701

湯 梨 浜

う

ら ら

[開園期間]
小林農園 3 月 4 日（土）～6 月中旬 開園中
松山農園 3 月 21 日（火）～6 月中旬

■3 月に入り、華やかで甘い香りを放ついちごたちが、毎日出番を待ちながらお店の看板果実として並びはじめました。湯梨浜の
農園でもいよいよいちご狩りが始まりましたよ。手軽に店頭で購入するのもよいですが、ちょっと趣向を変えて観光農園に出向
いて、完熟いちごを味わってみませんか。いちご狩りの 2,000 円は高い？安い？たくさん食べて元をとる？じつは、いちご狩り
の観光農園は個数ではなく質と雰囲気が楽しめるプレミアム空間なのです。とは言っても 30 分は食べ放題★さあ、あなたもいち
ご狩りを攻略して 10 倍楽しんじゃお～♪
★水・土・環境すべてにこだわる「わかば農法」で作り出した安心・安全ない
ちごを木で完熟した一番美味しい状態で味わうことが出来ます。摘みたては、
口の中での果汁の広がりが違う！
★不揃いなもの、小ぶりなものは出荷されないので一般には出回りません。実
は！ゆっくりと成長するので通常のものよりも甘いレアいちごなのです。
ぜひともお試しあれ♪自分の食べたいいちごを食べられますよ。
★ご家族やお友達同士、恋人と一緒の思い出作りに。木に生る真っ赤ないちご
にお子様も喜ばれること間違いなし。生産者さんやスタッフの方がオススメの
食べ方や美味しいいちごの見分け方を教えて下さいます。
★雨の心配もないハウスの中は約 25 度と温かく、摘みやすい位置にあります
ので腰を痛めることもありません。

小林農園 湯梨浜町原 1074-1 完全予約制

松山農園 湯梨浜町原 870 完全予約制

[時間]8：00～
予約はコチラ
[品種]あきひめ・かおり野
080-1907-7058
[料金]大人 2,000 円/小人 1,000 円 ※税込
★ハウス内 30 分食べ放題 ★いちごの熟成具合により
甘みも大きさも十分♪
休園することがあります。
★ギフト・全国発送も承り中です。 ぜひお出かけ下さい。
甘みつ姫（干しイモ）ゆりはまアイス
（いちご・さつまいも）も好評販売中！
http://www.tottori-shinyuki.com/

[時間]8：00～
予約はコチラ
[品種]あきひめ
080-5893-2725
[料金]大人 2,000 円/小人 1,000 円 ※税込
★ハウス内 30 分食べ放題
美味しいいちごが
★いちごの熟成具合により休園する 出来ましたよ～♪
ことがあります。
★ギフト・全国発送も承り中です。
http://strawberrycity.web.fc2.com/

酸味が少なくジューシー、上品な香り
が人気の新品種 “かおり野” 大粒仕
上げは小林農園バージョン♪

いちごの花言葉は「尊敬と愛情」
「幸福
な家庭」
「先見の明」控え目でいじらし
い花を楽しむのもいいですね。

★ハウス内では、いちご農家の大切なパートナー 花
粉勾配用のミツバチを飼っています。
本来はおとなしく、理由もなく人を刺すようなハチ
ではありません。人を刺すという行動は、ミツバチに
とって自分の命を落とす最終手段ですから、出来れ
ば刺したくはないのです。
香りの強い香水、化粧品、整髪料などの強い匂いにミ
ツバチが寄ってくることがありますが、手で無理に
払わずそっと見守っていてくださいね。

■肉厚で純白な果肉で、ジューシーでまろやか♪とろけるような口当たり
が人気の湯梨浜町の特産「クレオパトラ（メロン）
」
。
3 月中旬には、ポットで育った元気な苗を、健康な土壌へと定植♪メロン
に限らず美味しい作物を作るには、いくつもの作業があり多くの手間をか
けなければなりません。こうして 5 月末～6 月には黄色メロンの
女王として店頭等へ並ぶのですが、メロンの歴史は大変古く紀元
前 2,000 年には古代エジプトやギリシャで栽培されていたといわ
れています。メロンという名前はギリシャ語の ”melopepon“
（メーロペポン：りんごのようなうり）が語源と言われ、ギリシャ
語でりんごのことをΜηλον(melon)（メーロン）と言うそうです。
その後縄文時代に中国から日本へ伝わり、苦味が強いマクワウリや
シロウリ等から度重なる品種改良、栽培方法の研究で現在の品質の高い日
本のメロンへと成長しました。湯梨浜町では昭和 50 年頃、葉たばこの栽培
や養蚕からの切り替えと減反対策で、田んぼにいちごとメロンのハウス団
地ができ、アムスメロンやクレオパトラが栽培されるようになり、

写真提供：樋口農園 樋口浩司さん

現在１８世帯の栽培農家がおら
れ、4000 ケース 20ｔが出荷さ
れています。写真提供していた
だいたメロン農家の樋口さんは
Ｉターンでの就農 10 年目。
「自然の
厳しさは半端ないけれど、1 粒の種から収穫、出荷
までの成長が楽しみであり、自分自身の力を試すこ
とが出来る最高の仕事です」と笑顔で答えて下さい
ました。

湯梨浜町観光協会

湯梨浜町観光ガイドの会

元気に♪カニバス乗務中
■昨年 12 月 10 日（土）から始まった鳥取と大阪を結ぶ
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
露港にも立ち寄る観光付きの往復バスです。
今年から(株)メルヘンにお世話になり、地元企業＆ドライ
バーさんと共におもてなしをさせていただくこととなり
ました。2 月、3 月は湯梨浜町観光ガイドの会が添乗業務
を担当しており、2 月 1 日は中国庭園燕趙園 武田さんが
乗務。カニバス専用の写真付き手作りボードを使えば、お
客様にも伝わりやすく興味をそそります。1 日 3 回の雑技
ショー(3 月は変面ショー)はお客様にも大変好評なんです
よ。レンタサイクルで足湯めぐり、カフェで一息、さくら
工芸品工房で体験コース、入浴券で温泉めぐり etc♪
今後もメンバー1 人１
人の個性をいかしな
がら、笑顔でおもてな
しができるよう、日々
努力して参ります。
皆さま、はわい温泉･
東郷温泉で待ってい
ますよ～！！

の きょう

ばい けい

野花梅渓散策ツアー
■雪解けを待ちながら、観光協会・ゆアシス東郷龍鳳閣・中
国庭園燕趙園・町との協力で湯梨浜町野花地区の梅林に沿
ってのぼり旗と案内看板の取り付けが行われ、３月４日
（土）～『野花梅渓散策ツアー』が始まりました。
（３/４（土）～３/26（日）まで）
白梅は 3 月初旬から咲き始め、追いかけるように淡いピン
ク色の野花豊後の蕾が開くと散策コースは甘い香りに包ま
れます。この時期だけ野花地区の皆さまの協力を得て実現
した散策ツアー。農家さん所有の大切な梅をご覧いただけ
るプレミア感をお楽しみ下さい。
ツアーに合わせて、道の駅燕趙園特設スペースでは野花豊
後の加工品を販売中です。こちらも見逃せない♪

今はいちご♪
■採れたて新鮮な野菜や果物を、最適収穫時期に合わせて生産者
さんが直接持ち込む町の直売所「ハワイ夢マート」
。
湯梨浜町観光協会のプランとして、地元で採れた季節のフルーツ
を産地直送で楽しめる「旬のフルーツ試食プラン」ツアーに 2 月
後半から 3 月中旬までの合計 5 回 200 名のお客様が湯梨浜へお
越しになりました。ジューシーで大粒のいちご（あきひめ/紅ほ
っぺ）を試食されたお客様は「なんて美味しいの～！」と大変喜
んでいただき、ご自宅用やお土産用に発送手続きをされたり、地
元産の農産物の加工品など、お買い物を楽しまれました。
いちごが終わればメロン、梨、ぶどうと
美味しいフルーツが待っています。
季節感たっぷりの直
売所へぜひお出掛さ
い。
す。
オプションプレゼント
(別注)でも好評だった鳥取
県イチオシ特Ａランクのお米
「きぬむすめ」

[発送についての問合せ]
ハワイ夢マート 湯梨浜町久留
(0858)35-3535
◆中国庭園燕趙園プラン◆ お一人様 700 円
燕趙園入園＆梅渓散策セット（梅加工品・中国グッズプレゼント付）
[申込]中国庭園燕趙園（0858）32-2180
◆ゆアシス東郷龍鳳閣プラン◆ お一人様 700 円
中国風呂入浴+タオルレンタル＆梅渓散策セット（梅加工品付）
[申込]ゆアシス東郷龍鳳閣（0858）32-2622

20173/8(水)
地域の皆さんとつくる駅前企画室

オープン

お試しＤｏドゥ
■平成 28 年 12 月 3 日 地元の企業と共同出資し設立された「湯梨浜
まちづくり株式会社」が今年の秋冬、旧Ａコープ跡地にオープン予定
の多世代交流拠点「元気ぶらりん館（仮称）
」開設に先駆け、地域の皆
さんとつくる駅前企画室「お試しＤｏ(ドゥ)」が、3 月 8 日（水）い
きいき直売よどやで始まり、オープニングセレモニーが行われまし
た。関係者挨拶のあと、まつざきこども園の皆さんも一緒にくす玉
開花が行われ、元気な歌声のプレゼン
トもありました。
駅前マルシェ、軽トラ市、癒しのカフ
ェレストラン、地産商品企画室、卓球
道場、防災拠点等それぞれのテーマで
住民の交流と親睦を深めながら参加型
のまちづくりを目指していきます。

★下記時間内は、交流スペースとしてお茶を飲んだり談
話したりと自由にご利用いただけます。
（コーヒーセルフサービス、持ち込み可）
★企画づくりやアイディア出しにご参加いただける仲
間を募集中です。詳しくはお問合せ下さい。
←まつざきこども園の皆
さんから手作りの鉛筆立
てをプレゼントされた川
田憲一社長。

お試しＤｏ

(いきいき直売よどや内）
[営業日/時間]
月・火・水 13:00～16:00
(0858)48-6210

毎週木曜日＆金曜日 10:00～12:00

いきいき直売 よどや

■地元で採れた新鮮な野菜や果物、お米に卵、美味しい
お惣菜などが並びます。カフェサロンやお買い物を通
じて地域交流をしてみませんか。

どなたでも
購入できます
湯「中国庭園燕趙園 仙桃節」
■4 月 1 日から鳥取県中部の観光スポット、
倉吉白壁土蔵群・なしっこ館・三朝温泉･三
徳山・はわい温泉･中国庭園燕趙園・東郷温
泉を運行する区間が 2 日間乗り放題のとっ
てもお得なパスが登場します。路線バスでゆ
ったり鳥取県中部の観光をお楽しみ下さい。
[販売期間]平成 29 年 4 月 1 日（土）～平成 30 年 3 月 31 日（土）
[湯～遊 2 デーパス料金] 1,300 円 ※大人/小人同額です
[販売場所/問合わせ]JR 倉吉駅内観光案内所(0858)24-5370/倉吉
白壁土蔵群観光案内所/三朝温泉ほっとプラ座(0858)43-0431/は
わい温泉･東郷温泉観光案内所(0858)35-4052

地元っ子オススメの逸品

えにし編

倭文神社「かほり袋」
■湯梨浜町宮内にある伯耆一ノ宮倭文
神社。創建 1,200 年余を数える由緒
正しい神社で、ご祭神は建葉槌命(タケハ
ヅチノミコト)・下照姫命(シタテルヒメノ
倭文神社(拝殿)
ミコト)・事代主命(コトシロヌシノミコト)
・建御名方命(タケミナカタノミコト)・少彦名命(スクナヒコナノミ
コト)・天稚彦命(アメワカヒコノミコト)・味耜高彦根命(アジスキ
タカヒコネノミコト)の 7 柱で、創立当時の主産業が倭文織（しづお
り）であったことから倭文部の祖神である建葉槌命を主神とし、当
地と関係の深い下照姫命を加えて祭神としたもので、他の 5 柱の神
は大国主命とも関係が深い神々なのです。織物の衰退後、安産の指
導に努力された下照姫命は、現在でも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。
そんな倭文神社の、古代の織物“しづおり”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
『かほり袋』は、神社のための完全オリジナルのお守りです。ぜひ
お手にとってかほりを身に付け、あなたの内なる美しさを覚醒させ
てください。
◆願い札◆複写になっており、願いを書いた一
枚は拝殿の奉納箱へ。毎月 1 日の「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。
◆和紙◆1,300 年の歴史ある青谷町の「因州和
紙」を使用。社務所入り口にある印を押した願
い札を折りたたみ、大切に和紙に包みます。
◆袋◆当時の産業であった倭文織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ています。願い札、
かほりと共に袋へ入れ、身につけて下さい。
◆かほり◆3 種類のゆりはまブレンド。お好
きなかほりをお選び下さい。

1 つ 660 円で販売中
※お求めは倭文神社(社務所)・水明荘・はわい
出会い 勇気 癒し
温泉東郷温泉観光案内所にて
[問合]湯梨浜町観光協会(0858)35-4052

湯梨浜町 PR 大使★谷本耕治
http://ameblo.jp/koji-tanimoto/
こうちゃんの近況やスケジュールなどをチェック！
みんなで谷本耕治さんを応援しよう♪

カラオケで
歌えるよ♪

セカンドシングル｢渚にて｣2017 年 2 月 28 日より第
一興商カラオケ DAM への配信決定！【NO.6485-43】
(問合)プロミネンス・ハーツプロダクション
http://p-h-p.jimdo.com/

中国で西王母の管理する桃「仙桃」は不老不死の効果があ
るといわれています。日本の桃の節句も中国から伝わっ
たそうです。その桃にちなんだイベントを開催！
西王母…中国で古くから信仰された女仙、女神

[開催]３月 18 日（土）～20 日（月・祝）
[時間]9：00～17：00
[入園料]大人 500 円/小中学生 200 円
※団体割引、学校行事特別料金あり
★期間中毎日『桃の彩画を探せ』見事桃の絵画を探し当て
た方へ“オリジナルせんべい”をプレゼントします♪
★『あやめ池春のこどもまつり in 燕趙園』
遊ぶ・食べる・体験できるコーナーが燕趙園に登場。
子どもたちで、ご家族で楽しく遊ぼう♪
段ボール遊具･スタンプラリー段ボール迷路･アニマルラ
イド・チョコレートファウンテン･民族衣装体験･缶バッ
ジ作り･大声コンテスト・セグウェイ試乗体験等の他、ポ
ップコーンや綿菓子、ヘリウム風船などの縁日もあるよ。
★大人気『変面ショー』～3 月下旬まで
マスクを一瞬のうちに変えて感情を表現する中国各地の
伝統劇が発展させてきた技の一つで、仕掛けは秘密とさ
れています。一族など限られた者にしか伝承を認めてい
ない秘技なのです。
3 月 20 日（月・祝）「飛龍隊」卒業特別公園
地元東郷小学校の龍踊りグループ
11：00～/14：00 2 回公演

[会場･問合]中国庭園燕趙園 (0858)32-218
湯「相田市（さあたいち）」
100 年以上の歴史を持つ伝統的な門前市。種苗や野菜な
ど昔ながらの出店や露店が立ち並ぶ賑やかな朝市です。

[開催]３月 20 日（月・祝）
[時間]8：30～12：00
[会場]勝福寺境内（湯梨浜町はわい長瀬）
湯「さくら工芸品工房さくら祭り」
桜のトンネルを抜けると小高い丘の上には旧さくら小学
校跡地を改築したさくら工芸品工房があります。
藍染め、パステルアート体験できる他（有料）賑やかなフ
リーマーケットもありますよ。
１階のカフェでは美味しいランチやドリンクも楽しめま
す。お花見＆楽しいこといっぱい！

[開催]4 月 2 日（日）10:00～17:00
[会場]さくら工芸品工房
[申込･問合]藍染め 080-1636-8586
パステル和みアートスマイル 090-7132-5567
カフェアチェリーノ 070-2367-1183
湯「九品山会式（くほんさんえしき）」
旧暦 3 月 14 日から 15 日にかけて行われる歴史あるご
供養です。心を添えてお参りしましょう。

[開催] 4 月 10 日（月）12：00～
4 月 11 日（火）14：00～
★露店出店時間★
10 日/お昼頃～22：00 21 日/7 時頃～14 時頃
[会場]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
◆湯梨浜イベント情報◆
グラウンドゴルフ発祥地大会 6/10(土)･11 日(日)
ホタルバス（宿泊のお客様対象）6/10(土)～25 日(日)
ハワイアンフェスティバルハワイ in ゆりはま 7/1(土)･7/2(日)

水郷祭 7/16 日(日)

とまり夏まつり 7/22(土)

サマーわくわくフラダンスショー7/22(土)･23 日(日)･29 日
(土)･30 日(日)･8/5(土)･8/11(金)･8/12(土) ※7 日間

※詳細は順次お知らせします。

