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会員募集中！！

東郷湖 冬の味覚！寒鮒は旨いだでぇ～！
■その昔、地元で愛され食されていた”寒鮒料理“の美味しさを再認識し、名物料理復活に向けての
取り組みの第一歩として、2 月 15 日（木）湯梨浜町商工会 2 階にて「池漁師の自慢を食べよう会」
が開催され、関係各所より約 30 人が参加し試食会が行われました。
東郷湖には現在でもシジミ・テナガエビ・シラウオなど数多くの生き物が生息し、昔から池の食材
として重宝されており、中でも 11 月～2 月までの脂がのった「寒鮒」は、漁獲量も多く大変手軽で
新鮮なタンパク源として地域に根付いた味覚の一つでした。日本では縄文時代の遺跡から鮒の骨が
発見されたことがあるほどその歴史は古く、人々の健康を守って来た
栄養価の高い魚であったことがうかがえます。
昔は、付近の橋の下や河岸などでもよく捕れ、旅館や飲食店、家庭
でも食べられていました。船の上の漁では、櫂を水底のくぼみ部分に
刺して探り、ガラガラ ゴロゴロという手ごたえが櫂の先を通じて伝
わってくると魚の集まっている証拠。
そこに網を投げ入れ一気に引き上げると、姿を現したのは銀色に輝き
バシャバシャと音をたてる生きの良い鮒！こうして、船底を魚いっぱいにして持ち帰った魚は「子まぶり」
「刺身」
「唐揚げ」
「甘
露煮」
「焼き魚」
「煮魚」
「干物」
「あら汁」
「がぞう（※鮒の酢の物のことで、地元ではこう呼ばれていたそうです）
」など
様々な料理となり、子どもからご年配者まで幅広く愛されていたそうです。料理をする時に取り出した鮒の浮き袋は、子どもの遊
び道具。勢いよく足で踏んでパチン！パチン！まさに捨てる部分はありませんでした。
このように漁の方法も様々ですが、伝統的なのは“魚の通り道に網を仕掛けて絡ませて獲る”古くからの漁法「刺し網漁」です。
全盛期には数十人いた刺し網漁師さんも現在では 4.5 人。環境の変化や時代の流れと共に不漁となり、また食生活が豊かになっ
たことで鮒の流通は次第に少なくなり、今ではほとんど食べることができない幻の料理になりつつあるのです。
この日、漁師さんや旅館関係者から協力を得ながら準備された寒鮒料理はどれも味わい深い全５品。
この時期湯梨浜に来なければ食べることが出来ない“特別なおもてなし料理”として、作り手と共に地元の食文化や伝統を守った
寒鮒料理 復活の日が来るかもしれません。
●酢漬け（唐揚げ）●
骨まで香ばしく二度揚げし、秘伝の
酢にくぐらせて味付け。ふっくらと
甘みのある白身が口の中で広がり
ます。人参やカイワレ、レモンの彩
が食欲をそそります。

●あら汁●
“あら”から染み出た旨み、脂は
濃すぎずあっさりとしていて
コク十分！骨を外しながら食
べるホロホロの身も絶品です。

●子まぶり●
皮引き、糸づくりにしたものに濃度
の高い塩水で茹でた卵をまぶした逸
品。コリコリとした歯触り、卵の味の
広がりと独特の食感がたまらない！

●なます●
背びれに小骨をつけることで柔
らかくなり過ぎず、歯ごたえも
楽しめます。酢味噌とみぞれ(大
根おろし)でさっぱり仕上げに。

●刺身●
流水でキュッと引き締まった身のな
めらかな舌触りと、弾力のある歯ご
たえとのギャップに感動！かみ締め
る度、上品な甘みが溢れてきます。

●スルメの麹漬け●
★鳥取の郷土料理★ スルメイカを
一夜干しすることで適度な塩気
と甘みが生まれ、調味液に漬け込
むとさらに旨みが凝縮します。

まだまだあるよ♪東郷湖七珍味
山陰八景「東郷湖」
。池の名物数あれど、綺麗でかわいい白魚は、お吸物やらお酢の物。手長えび
なら唐揚げか、鰻の蒲焼き通な味。スズキは塩焼きムニエルに、風味豊かな高級魚。鯉の洗いに
姿揚げ、恋・コイ・来いの鯉料理♪東郷湖名物”鮒の子まぶり” 今では希少な刺し網漁、仕掛け
してから一週間、じっくり待った網の中。鮒の刺身に卵を
まぶし、食べて美味しい見た目に綺麗、コリコリ食感た
まらない。はわい温泉・東郷温泉で一泊すれば、朝のみそ
汁欠かしてならぬ、その名も東郷湖産シジミ貝！

〈旬を知ろう〉
白魚/2 月末～4 月
手長エビ/5 月～8 月
鰻/8 月～12 月
鯉/11 月～2 月
スズキ/6 月～8 月
寒鮒/11 月～2 月
シジミ/土用シジミ 7 月～8 月
寒シジミ 1 月～2 月

■2 月 12 日（月・祝）ついに！あのラーメンがお披露目となりました。
その名も「ゆりはまトリプルラーメン」
。
湯梨浜町の新名物グルメを作りたいという願いから、湯梨浜町とよしもと
クリエイティブ・エージェンシーと地方創生を目的として取り組んでいる
事業「農業で住みます芸人 in 湯梨浜」がプロデュースしたもので、戦後か
ら 60 年以上愛されてきた鳥取県民のソウルフード”牛骨ラーメン”をベー
スに、湯梨浜が誇る 3 つの自然資源「山」の牛骨、
「海」のヒラメ、
「湖」
のシジミ全てのエキスを凝縮し、バランスよくブレンドしたものです。
レストラン吉華にて行われた「ゆりはまトリプルラーメン発表試食会」には、笑い飯哲夫さんと加藤アプリさんが MC をする
なか、ヒラメ養殖の吉田さん、梨農家の寺地さん、観光協会の 3 人が試食し、麺・スープ・トッピングのどれにインパクトが
あったかコメントしました。
2/12 発売開始となったレストラン吉華では、連日「ゆりはまトリプルラーメン」の注文があり、その話題性がうかがえます。
また、午後からはハワイアロハホールにて「二十世紀梨育成発表会とお笑いライブ、ソプラノ歌手 野村彩乃さんとコーラスは
わいの皆さんによるミニコンサート」が行われました。二十世紀梨育成発表では、スライド等を使ってアプリさんが梨作りで苦
労したことや気づきなどをお客様に伝え、“知っているようで知らなかった
梨のこと”を通じて、梨どころ湯梨浜町の魅力を再認識することができまし
た。第 2 部のミニコンサートでは、アプリさん作詞・作曲の「二十世梨の
歌」がさまざまな曲調で披露され、哲夫さんの「何回歌うねん！」のツッ
コミに会場から笑いがヾ(o´▽`)ﾉﾞ♪
最後はアプリさん、哲夫さん、野々村彩乃さん、コーラスはわいの皆さん、
そして会場のお客様も一緒になって合唱、そして感動♪
な(７)し(４)にちなんで 1 杯 740 円 アプリさんには来年度も更なる活躍・新風を期待しています。
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2 月までの厳しい寒さを待ちわびて、いちご農園では
真っ赤に熟したいちごたちが皆さまのご来園をお待
ちしております。食べたいいちごを自分で選んで味
わうことができるプレミアム空間(◍•ᴗ•◍)♡ ✧*。
園内はなんと！30 分食べ放題なのです。
木で熟した一番美味しい状態をどうぞ召し上がれ～♪♪

松山農園 湯梨浜町原 870 予約制 080-5893-2725
【時間】10:00 頃～※いちごの熟成具合により休園することがあります。
【品種】あきひめ
【料金】大人 2,000 円 ※小人料金はなし
ハウス内 30 分食べ放題、ギフト・全国
発送も承り中です。お気軽にお問合せ
下さい。
http://strawberrycity.web.fc2.com/

小林農園 湯梨浜町原 1074-1 予約制 080-1907-7058
【時間】9:00～ ※いちごの熟成具合により休園することがあります。
【品種】あきひめ・かおり野
【料金】大人 2,000 円 小人 1,000 円
ハウス内 30 分食べ放題（３歳～小学生）
ギフト・全国発送も承り中です。お気軽
にお問合せ下さい。大人気！甘みつ姫
（干し芋）
・ゆりはまアイス（いちご・
さつまいも）
・焼き芋を冷凍したひんやりスイーツも好評販売中。
http://www.tottori-shinyuki.com/html/ichigogari.html
おねがい

プレミアム度 MAX
★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。摘みたては口の中でのプレミ
アムな果汁が広がります。
★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。これらは、ゆっくりと成長するので
果実は通常のものよりも甘いのです。選んで食べること
が出来るまさにプレミアム！
★生産者やスタッフがオススメの食べ方を教えてくれま
すよ。栽培のいろいろな話も聞けて楽しい♪
★雨の日も心配のないハウスの中は約 25 度。温かく、摘
みやすい位置にありますので腰を痛める心配もありませ
ん。

小林農園 小林農園にて鳥取県オリジナル新品種
“とっておき” 試作栽培中！
HOT NEWS
鳥取県園芸試験場（北栄町由良宿）が“あきひめ”を交配
親とし、約 10 年かけて品種改良に成功したいちごの新
品種「とっておき」
。早い時期の収穫、量も多く、柔らか
すぎない食感で、酸味と甘みのバランスが絶妙です。
来年度、いちご狩りにも登場予定！

●●●ミツバチはいちご農家の大切なパートナー●●●

ハウス内では、いちご農家の大切なパートナーである花粉交配用のミ
ツバチを飼っています。本来は大人しく、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、できれば刺したくないのです。
においに敏感なミツバチは、人間の数千倍の嗅覚があるといわれており、においで情報を
伝達しています。香りの強い香水、化粧品、整髪料などで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移動して見守ってくださいね。

天女のふる里づくり事業/花と緑の空間プロジェクト

■宇宙飛行士若田光一さんとともに宇宙を旅した桜の種から
育った「宇宙桜」の苗木を、山陰地方では初めて高知県吾川郡
仁淀川町（あがわぐんによどがわちょう）から湯梨浜町に贈ら
れることになり、3 月 6 日（火）町内松崎地区 桜コミュニテ
ィ施設（さくら工芸品工房駐車場前）にて植樹行事が行われま
した。全国に数本しかない奇跡的な生命力をもつ「宇宙桜」は、
復興のシンボルとして東日本大震災の津波到着店などにも植
えられ大切に育てられています。
湯梨浜町では、この桜を鳥取県中部地震復興の象徴とするとと
もに、羽衣天女伝説にちなみ、「ゆりはま天女桜」として地域
の活性化に活用して
いきます。

この日は植樹祭と共に、平成 30 年 8 月 10 日・11 日に鳥取県
の大山で開催される「第 3 回山の日」全国大会の成功に向け
て、大会のシンボルである「山鐘（さんしょう）
」を県内 19 市
町村にリレー方式で繋ぐイベントがあり、湯梨浜町から北栄町
へ山鐘と木づちが手渡されました。

植樹祭式典では、主催者、来賓挨拶の後、一般財団法人ワンア
ース長谷川代表理事から紲石（きずないし）とフライト証明書
が授与され、東郷小学校 6 年生の皆さんによる「きぼうの桜」
が合唱されました。
１、大空と大地を結び あなたは凛と立ち尽くす 千年先の未
来を夢見て あなたはどこまでも きっといつか はるかな宙
（そら）で花が咲く あなたは桜 きぼうの桜
２、さよならをいくつも数え あなたは耐えて 立ち尽くす
三十一世紀に想いをめぐらせ あなたはいつまでも きっとい
つか はるかな宙（そら）で 花が咲く あなたは桜 きぼうの桜
作詞/村田さち子 作曲/しゅうさえこ 編曲/白石哲也

高知県仁淀川町/ひょうたん桜
樹齢約 500 年、樹高 21m、根元周り約 6m、高
知県の天然記念物に指定されています。
学名はウバヒガンですが、つぼみの形がひょう
たんに似ていることから、いつしか「ひょうた
ん桜」と呼ばれるようになりました。
●●●湯梨浜町に宇宙桜が植樹されるまでの歩み●●●
2008 年 夏… 仁淀川町の子どもたちにより、ひょうたん桜の
種を採取
2008 年 11 月…スペースシャトル・エンデバー号で打ち上げ、
国際宇宙ステーション「きぼう」へ。
2009 年 7 月…無事帰還し、仁淀川町へ種が返還。種を蒔き、
見事発芽する。
2017 年 8 月…宮脇正道湯梨浜町長が高知県仁淀川町を表敬訪
問し、宇宙桜の湯梨浜への植樹について合意。
接ぎ木等で苗を取り、仁淀川町で育成。
2017 年 10 月…湯梨浜町中央公民館にて宇宙桜植樹記念講演会
を開催。仁淀川町より目録が贈られる。
2018 年 3 月…ゆりはま宇宙桜植樹祭

宇宙桜って何？
有人宇宙システム㈱が、実施した社会貢献事業「花伝説・宙へ！」
によって誕生した希少な桜です。
2008 年夏、全国各地から選ばれた北海道から沖縄までの 13 地
域の名木 14 種類（日本三大桜を含む天然記念物級の巨桜など）
の種が地域の子どもたちの手で集められ、子どもたちの顔写真
とサインと共に、同年 11 月 15 日「スペースシャトル・エンデ
バー号」で打ち上げ、国際宇宙ステーション「きぼう」に届けら
れました。宇宙飛行士若田光一さんと共に、259 日間（約 8 ヶ
月半/地球を 4100 周）宇宙を旅した花のいのち（種）は、翌年
7 月に無事帰還しました。

種が発芽！！宇宙桜誕生
この桜の種は、ほとんどの各地域に返還され、蒔かれました。
宇宙飛行の関係で 1 年近く水を与えられなかった種は、発芽率
が極度に低下したと考えられており、全く発芽しなかった名木
の種もあったようです。そのなかで奇跡
的に発芽した桜は「宇宙桜」として宝物の
ように大切に育てられています。

記念植樹では、参加者全員がそれぞれの想いを込めながら手渡しリレーした“紲石”を、東郷小学校児童
代表が桜の根元に設置、関係各所の代表が土掛けをし、最後に東郷小学校の代表児童が 100 年先 200 年
先まで“ゆりはま宇宙桜”が元気に育ちますようにと願いを込めて水やりをし、会場から温かい拍手が送
られました。湯梨浜町内でもよく目立つ、小高い丘に植樹された宇宙桜の垣根には、根を保護するため
“赤葉紅花トキワマンサク”がハート型に植えられていますが、ハートの先は宇宙桜の母樹である高知県
仁淀川町を向いています。

岡山県真庭市/醍醐桜の種
（だいござくら）宇宙醍醐桜
樹齢 1000 年といわれるアズマヒガン
（ヒガンザクラの一種）日本名木 100
選にもなり、昭和 47 年 12 月岡山県の
天然記念物に指定。元弘 2 年（1332
年）後醍醐天皇が隠岐配流の際、この
桜を見て賞賛したといわれ、この名が
つきました。通常は１年に 50ｃｍ程度
しか伸びないといわれる醍醐桜が、
1 年で 160cｍ伸びたとのこと。

岐阜市/中将姫誓願桜の種 宇宙桜
（ちゅうじょうひめせいがんざくら）

樹齢 1200 年といわれるヤマザクラの
一種で、地元の保存期などが蒔いても
発芽せず、接木でしか増やすことが出
来なかったそうですが、種返還後 248
粒蒔いたところ 2 粒が発芽に成功！
このうち 10ｃｍに成長した 1 本は、
簡易検査で他の桜の種が混入したの
ではなく、誓願桜の可能性が高いと判
定されました。

高知県佐川町/稚木の桜の種 宇宙桜
（わかきのさくら）
佐川町出身の植物分類学者 牧野富太
郎博士によって発見された桜で、発芽
後わずか数年で開花する特性からこの
名前がつけられ、特性通り 14 種の中
で一番早く花を咲かせたそうです。
1 年に 30ｃｍ程度しか伸びないといわ
れる稚木の桜ですが、なんと 1 年で
135ｃｍ伸びたということです。

湯梨浜町野花では、春の訪れを告げる梅
の花がお目見えしました。この梅の開花
時期に合わせ、道の駅燕趙園では「野花
豊後フェアー」を開催中～♪地元の加工
グループや飲食店等が、野花梅を使った
加工品などの商品を一同に集め販売し
ています。皆様ぜひお出掛け下さい。

湯「市民参加の公園づくりガーデニング体験講座」
東郷湖羽合臨海公園浅津公園を対象地としたガーデンデ
ザインコンテストの大賞作品が決定しました。その表彰
式と併せて、ナチュラルガーデンの第一人者ポール・スミ
ザー氏を講師に作品提案に基づく植え付け作業の体験講
座を実施します。

[開催]３月 18 日（日）
[時間]10：00～12：00
[参加費]無料
会場/道の駅燕趙園（湯梨浜町引地）
（0858）32-2184
[定員]50 名程度
営業時間 9：00～17：00
[講師]ポール・スミザー氏
（ガーデンデザイナー/ホーティカルチャリスト）
■梅みそドレッシング風調味料
[会場]東郷湖羽合臨海公園浅津地区(湯梨浜町下浅津)
青梅の状態で収穫し、味噌・果糖を合わせ一年間熟成。
★3 月 10 日（土）
・11 日（日）
・17 日（土）
・18 日（日）の 4 日
間は、梅ジャム・梅みその特別試食コーナーもありますよ。

さっぱりとした味わいはフライ等にもピッタリ。
■梅干し
しそと塩だけで漬けた昔ながらの素朴な味わい。素材
の良さを大切にした一品です。
■梅美しお（うめびしお）
梅干をペースト状にして果糖と合わせたものです。ご
飯に混ぜて食欲増進！美しい紅色はトッピングにもよ
く映えます。
■梅エキス
青梅をおろし、絞り汁をじっくりと時間をかけて煮詰め
た梅エキスは梅 1 キロでわずか 20ｇ程しか作れない希
少なもの。その効能は計り知れません。

※鳥取県自動車運転免許試験場東隣

[申込締切]3 月 14 日（水）17 時
[問合・参加申込] 電話・FAX・メールでお申込下さい。
鳥取県生活環境部 緑豊かな自然課緑地公園担当
TEL（0857）26-7403 FAX（0857）26-7561
メール midori-shizen@pref.tottori.lg.jp

湯「中国庭園燕趙園 仙桃節」
桃の節句を祝うイベントです。
「仙桃」は不老不死の効果
があると言い伝えられ、日本の桃も中国から伝わったそ
うです。

[開催]３月 21 日（水・祝）
[時間]9：00～17：00
[入園料]大人 500 円/小中学生 200 円※団体割引等有
■「飛龍隊」卒業特別公演（地元東郷小学校の龍踊
■梅酢
骨づくりに欠かせないカルシウムの吸収率を UP させる りグループ）11：00～/14：00～ 2 回公演
クエン酸と脂肪燃焼を助けるポリフェノールたっぷりの ■桃の彩画を探せ！見事彩画を探し当てた方へオ
お酢。ドリンクはもちろん！お料理にもよく合います。 リジナルせんべいをプレゼントします。
[会場･問合]中国庭園燕趙園 (0858)32-2180
■完熟丸ごと梅ゼリー
湯「あやめ池春のこどもまつり in 燕趙園」

完熟した特大の野花梅をゼリーの中へ。酸味と甘みのバ
当日は小学生以下入園無料！思いっきり楽しんじゃお～
ランスが絶妙～♪お土産にも大変喜ばれます。
[開催]３月 24 日（土）・25 日（日） 2 日間は
[時間]10：00～16：00
■手作り完熟梅ジャム
小学生以下
完熟梅の風味と甘酸っぱさがこだわりのジャムは、フレ [入園料]大人 500 円 中学生 200 円 入園料無料！
ンチレストランから誕生した商品です。定番のパンやヨ 両日/ぐりぷらでんしゃ王国（大迫力の立体プラレール）
ーグルトはもちろん、お料理にもよく合います。
麒麟獅子公演（11:30~/14:30~）、ワクワクエキスプレ
スランド（超大型エア遊具 ふわふわ）
、バッテリーカー、
■梅酒「野花」
ミニミニ縁日、おみくじ屋台
完熟した野花梅を専用に醸造された日本酒に 2 年以上
25 日/白兎跳神イナバスターショー（11:00~/14:00~）
じっくりと熟成させたまろやかな梅酒です。
公演の合間にはイナバスターが庭園内に登場！一緒に写
■げんき梅アイスクリーム
真を撮ったり、ヒーローと触れ合おう。
クリーミーな味わいの中に、梅のサッパリ感が絶妙にマ
[会場・問合]中国庭園燕趙園（0858）32-2180
ッチした新感覚の和風アイスクリームです。
湯「坐禅とパン作り体験」
■げんき梅完熟 梅みそ
春うらら♪ぱにーに湯梨浜店の大人気体験教室プランで
完熟の野花梅、味噌、てんさい糖を絶妙配合！そのまま す。お友達同士、ご家族で、恋人と楽しい時間をお過ごし
野菜につけたり、マヨネーズと合わせたディップ、フラ 下さい。
イのソースとしてもコク旨 GOOD♪
[開催]3 月 23 日（金）

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

農業で住みます芸人 in 湯梨浜
加藤アプリさんの農業体験
加藤アプリ の様子や、湯梨浜の食材を
使った得意のお料理などが更新されるブログとツイッ
ターはコチラ↓いいねをポチっとな。
ツイッターhttps://twitter.com/bat_ten23
ブログ http://agriculture.yoshimoto.co.jp/yurihama/
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

[時間]10：00～12：30
[参加費]基本セット(3 種類のパン)1,500 円
[持ち物]エプロン・三角巾(バンダナなど)
[申込・問合]ぱにーに湯梨浜店（湯梨浜町旭 27）
(0858)24-4722 http://panini.jp/goods.html
詳しくはブログをチェックしてね↑↑↑

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
九品山会式 4/29（日）4/30 日（月・祝）
倭文神社例大祭 5/1（火）

グラウンド・ゴルフ国際交流大会 5/19（土）・5/20（日）
第 23 回中華コスプレ大会 6/2（土）・6/3（日）
グラウンド・ゴルフ発祥地大会 6/9（土）・6/10（日）
★全国で活動中の“こうちゃん”の近況やスケジュール
第 19 回ハワイアンフェスティバルハワイ in ゆりはま
などをチェック！みんなで谷本耕治さんを応援しよう。 7/7（土）・7/8（日）水郷祭 7/22（日）
ブログはコチラ http://ameblo.jp/koji-tanimoto/
とまり夏まつり 7/28 土）
※詳細は順次お知らせ致します。

湯梨浜町 PR 大使 谷本耕治
(問合)プロミネンス・ハーツプロダクション http://p-h-p.jimdo.com/

