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湯梨浜町観光協会

２０１８年５月１０日発行

会員募集中！！

〒682-0713 湯梨浜町旭 400-6
（0858）32-0801 9:00～17:00
■平成 29 年 12 月より工事を着工し、平成
30 年 3 月工事完了。湯梨浜まちづくり株式
会社を指定管理者に、4 月 22 日（日）住民
の健康活動のサポートや観光情報の提供、移住・定住の窓口として

火曜休

み

の機能を備えた施設、総合相談施設「どれみ」が完成し、開所式・
内覧会が行われました。どれみの「ど」は Do/行動する、役に立つ。
どれみの「れ」は lead/導く、案内する。どれみの「み」は Migrate/
移住する。入ってすぐ左手スペースには町内パンフレットが設置され、
タブレットで町の紹介動画を放映、また、より多くの方に利用していただ
こうと教室・会議・イベントに使用できるレンタルスペースもあります。
秋にはお隣に買い物ができる施設も OPEN する予定！さらに広いレンタ
ルスペース、レンタルキッチンも検討中です。
［レンタルスペース］午前 9:00～12:00 1,200 円/午後 13:00～17:00 1,600 円/夜間 18:00～21:00 1,800 円/
全日 9:00～21:00 4,800 円［設備］ 長机・椅子 24・ホワイトボード、プロジェクター・スクリーン・ワイヤレスマイク２

“ゆりはま暮らし”の第一歩「お試し住宅」。鳥取県外からの移住をお考えの人へ、
湯梨浜町の自然、食、歴史、文化、温泉など地域との関わりを持ちながら実際に暮
らしを体験してみませんか。森田屋（湯梨浜町川上）に次いで、まつざき屋 OPEN!!
木のぬくもりを感じられる１LDK のこだわりは玄関の広さ。家に上がらなくても、
お客さまのおもてなしの場としても交流ができるよう設計されています。
［利用期間］3 日～最長 1 ヶ月
［利用料金］2 泊 3 日 6,000 円 3 日～ 7 日 2,000 円/日を加算
8 日～22 日 14,000 円に 1,000 円/日を加算 23 日～1 ヶ月 30,000 円
［設備］冷暖房完備、テレビ、冷蔵庫、炊飯器、アイロン、調理器具
ジャーポット、食器一式、洗濯機、オーブンレンジ、掃除機、
無線 LAN
※寝具は持参されるか、レンタルをご利用下さい。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

東郷梨の歴史は
ここにあり！

湯梨浜町立東郷小学校 3 年生

■梨どころ東郷（湯梨浜町）の次代を担う子どもたちに梨栽培の歴史・伝統と共に楽しさ
とやりがいを伝えようと、4 月 12 日（木）JA 鳥取中央湯梨浜営農センターが湯梨浜町立
東郷小学校 3 年生を対象に、
「百年樹」の交配体験学習を行いました。
1888（明治 21 年）年、千葉県松戸市から発見された梨の木が 1897 年（明治 31 年）に
初めて実をつけ「二十世紀梨」と命名され、1904 年（明治 37 年）には鳥取市桂見の
北脇栄治氏が松戸市から苗木 10 本を購入し、 “鳥取県二十世紀梨”が誕生しました。2 年後
の 1906 年（明治 39 年）湯梨浜町久見の更田安左衛門氏が三朝町出身の技師から枝を譲り
受け、早生赤梨に接ぎ木をしたのが東郷梨の歴史を物語る 112 年の古木「百年樹」です。
この百年樹は、梨栽培のプロフェッショナル「百年会」を中心に大切に管理され、現在でも約 200 個の二十世紀梨を実らせ、町の
シンボルとして親しまれています。
児童たちは、百年会の寺地会長から「美味しい梨ができるように頑張って
下さい」と激励をうけ、JA 鳥取中央湯梨浜営農センター、鳥取県倉吉農
業改良普及所職員から交配のコツなどの説明を聞きました。そして農業で
住みます芸人 in 湯梨浜の加藤アプリさんのかけ声と共にスタート♪
児童は筆と花粉を受け取り、”美味しい梨になりますように”と願いを込め
て、花の内側にある 5 本の雌しべにたっぷりと花粉をつけました。
1 ヵ月後には小袋掛け体験、その 1 ヵ月後には大袋掛け体験をし、9 月中
旬には収穫を目指します。

体験ルポ
■年が明けると同時に、春から秋にかけての湯梨浜町観光協会着地型観光商品「今滝 滝床料理プラン」の予約が入ってくるよう
になりました。滝床プラン中、町の観光情報と共に今滝周辺の“植物”について質問を受けることがありますが、なかなか答えるこ
とができません。珍しい植物だけでも知っておけば、お客様との会話が広がるのになぁと思っていた矢先、友人から「日本海新聞
にこんな企画が載っているよ」と声をかけていただきました。もうすぐ滝床料理プランも始まるし、ちょうどいいじゃない♪
県内外のお客様へより広くご案内ができるよう、新緑が眩しい 4 月 30 日（月）倉吉博物館主催の「自然ウォッチング」に参加し
てきました。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
9 時 30 分開始なので 9 時 10 分には到着しましたが、皆さんすでにご集合！はやい・・・。
そして服装も本格的！ウインドブレーカーに帽子・リュック・ノルディックポールや山歩きで
愛用されているであろう丈夫な杖（枝だったり竹だったり）・小学生さんは虫取り網。
私にとって今滝は、滝床プラン期間中“第二の職場”のような感覚なので、散歩をするような軽
装で来てしまいました (⦿＿⦿)そして、開始時間には駐車場は満車状態に。
「あら、久し振り～。この前○○にわらびを採りに行ってな～・・・」
「○○登山したけど、え
え天気で良かったで」など、世間話のテーマは”自然” さすが植物や花、山野草に興味のある
人の集まりだなぁと感じました。講師には、倉吉自然科学研究会に所属され、自然を探索する
数多くのイベントでも活躍されている野草のエキスパート 磯江茂秋さん。
また、昆虫に詳しい方・岩などを研究されている方も同行され、ちょっと
した質問でも誰かに聞けばどこからともなく答えが返ってくるという
ヾ(⌒▽⌒）何とも心強い観察会なのでした。ちなみに平成 30 年度は全 11
回の自然ウォッチングが計画されているようです。駐車場をスタートし、
滝とは反対側へ 100ｍ、駐車場下から橋を渡って川向こうへ。
「ハナイカダ」葉の真ん中にあるのは”花”で、夏になるとその部分に黒っ
ぽ
い実をつけるミズキ科の落葉低木です。花や実が乗った葉を筏に見立てて名
前がついたそうです。別名「ヨメノナミダ」嫁ぎ先で辛い思いをしたお嫁さ
んが人知れず流した涙が葉に落ちたように見えるのだとか(´･ω･`)
別名って不思議ですね。名付けた人に一体何があったのでしょう…(-.-;)
さて、いよいよ駐車場から徒歩 200ｍ先の今滝を目指します。
川のせせらぎと鳥のさえずりが何とも心地よい～♪
5 月後半～10 月後半までの滝床料理プランでは、駐車場でお客様をお迎え
し、食事場所である滝つぼまでご案内するのですが、このルートで確認できる植物があればきっ
と会話も弾むはず。ワクワクすると同時にいつの間にか、競争率の激しい「講師の先生の隣」を
陣取っていました(￣◇￣;)
たまにお客様から「この道のりが遠い」と言われますが、“この 200ｍがあるからこそ！滝に出会
えた時の感動があるんですよ。ほら、メイン料理の前菜のように食欲増進ならぬ感動を駆り立て
る役割があるのです”と言うと「そうだね♪」と納得してくださいます。
細かく切れ込んだ葉の裂片が裏に整然と並び、かえって裏の方が立派に見える「リョウメンシダ」
、
水辺に生え、根元の葉の姿が仏の蓮華座に似ていることから名前が付いた「ヒメレンゲ」
、先近く
に紫色の斑紋があり、茎の先に多数花が咲く「キケマンソウ」
、丸い葉が特徴で樹木や岩に茎がの
びる着生植物「マメヅタ」
、ツヤツヤとした大きな葉が特徴のムサシアブミなど。今まで気がつか
なかった草花たちの存在を知ることができました。
トイレの近くまでやってくると、滝の上部が見えてきました。今日の水量はどうかな～。
夏の雨が降らない時期は、向こう側の岩がはっきり見えるくらい水が少なく、雨が続いた日の後
はゴーゴーと激しい音を立て、小屋の辺りまで水しぶきが飛んでくる状態なのです。
今滝（湯梨浜町北福）
落差 44ｍ、切り立った安山
岩に白布を垂らしたように
飛瀑します
今日はちょうどいい量だと思っていたのですが、昔をよく知る人によると「水が少ないなぁ」とのこと。
昔、滝の上は林だったそうですが後に木を伐採し、現在は梨畑になっているということです。とはいっても梨畑のすぐ下が滝とい
うわけではなく、沢（長さは不明）があっての滝でございます(๑*д*๑) 地形に詳しい人によると、今滝も不動滝（湯梨浜町漆原）
も元々は同じ安山岩の基盤状にあり、噴火による溶岩で川がせき止められ、その溶岩台地が侵食され滝になったそうです。また、
滝の上の部分は硬い層、下にいくにつれて柔らかい層で形成されているそうで、滝つぼの内側が洞窟のようになっているのは、落
ちてくる水が長い年月をかけて断崖層を削り、侵食によって穴ができるのだそうです。
もっと近くで確認したい！ここで自前の双眼鏡の登場～♪間近で見る滝は迫力満点！自生する
植物の様子もよく分かりました。今滝は、三方を囲む岩肌にも多くの植物が付き、植生上も大変
貴重な場所。中でも鳥取県中部地区では少ない「ムクノキ」の自生が多くあり、お祀りされてい
る竜王不動明王と共に信仰の場と共に自然も守られてきました。川には魚やサワガニ、花には蝶
や虫たちが生活し、人間以外の生き物が住んでいる場所でもあります。むやみに植物を摘んだり
生き物を捕ったりせず、ゴミは持ち帰る。また、日々の暮らしの中でもできる心がけこそが環境
保全に繋がるということを再認識しました。あぁ、参加してよかった♪
近隣のイベント・企画情報があれば是非（0858）35-4052 までお知らせ下さい。

まもなく開始

今滝 滝床料理プラン

大人気♪湯梨浜町観光協会 着地型観光商品「今滝 滝床料理プラン」が間もなく OPEN いたします。
滝の音を間近に感じながら「滝床」でのひと時はまさに“極上の空間”。マイナスイオンたっぷりの非日常的空間で、癒し効果も抜
群ですよ。お食事プランの他に、ハワイの定番人気のおやつ「マラサダ＆コーヒープラン」もあります。4 名様～ご予約 OK♪
お友達同士、ご家族の記念日、お祝い膳など様々なシーンでご利用いただけます。
お料理のグレードアップも可能ですのでご相談下さい。
◆個人のお客様用「お弁当プラン」でも OK
（4 名～14 名） （お弁当＋マラサダ＆コーヒーでも OK） （15 名～45 名） ◆ご予算に応じて、お料理をグレードアップすること
もできます。お気軽にご相談ください。

個人のお客様

◆いずれかをお選び下さい。

滝床弁当＆汁物付
1,600 円（税込）
地元の食材をふんだん
に使ったこだわりのお
料理は９つに仕切ら
れ、見て楽しく食べて
美味しい♪温かいお吸
物と共にどうぞ。

レトロモダン弁当＆お茶付
1,700 円（税込）
町内産・県内産食材にこだ
わり、彩りも豊か♪
大人も子どももワクワクが
止まらない、昔懐かしのお
かずをぎっしり詰めた和洋
折衷のお弁当です。海外の
お客様にも人気です。

お食事にプラスして♪単品でも OK
マラサダ＆コナコーヒーセット

800 円（税込）
発酵させたパン生地を揚げて
お砂糖をまぶしたハワイの
定番おやつです。
Hawaii 直輸入
のコナコーヒーと共に♪

団体のお客様

滝床御膳
2,300 円（税込）
三段重に、旬の素材を盛り込んだ彩り豊かな御膳で
す。東郷湖産しじみ汁を土鍋で提供致します。
古くから湖底より湧き出す温泉と共に愛されてきた
ヤマトシジミ。旨みの元となるアミノ酸の中でも注目
されている「オルニチン」は、肝臓の働きを助け、疲
労回復、美肌効果もバツグンです。お仲間で取り分け
てお召し上がりください。
◆今滝駐車場（大型バス 2 台、自家用車 10 台）から滝つぼまでは徒歩 200ｍ
マイナスイオンたっぷりの散策コースです。雨上がりは足元が滑りやすくなり
ますので、歩きやすい履物でお越し下さい。※駐車場から 150ｍ先にトイレ有
◆環境保護のため、ゴミの持ち帰りにご協力いただきますようお願い致します。
◆生モノの持込はご遠慮ください。
◆雨天の場合、仕出し店（レストラン吉華）でのお食事となります。
※レトロモダン弁当は会席佐藤でのお食事となります。（雨天時）
◆ご利用日、人数、料理プラン、食事開始時間、代表者、ご連絡先等を明確に
お電話・FAX にてお申込下さい。その他お気軽にご相談下さい。
【申込/問合】湯梨浜町観光協会(0858)35-4052
FAX(0858)35-4701

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

■旧羽合町と、ハワイ州ハワイ郡との町名が”はわい”であるこ
とから、1996 年 11 月 17 日に姉妹都市提携を結び、その 3 年
目から始まったハワイアンフェスティバル。年々パワーアップ
して今年も開催されます。全国のフラダンス愛好家によるステ
ージやハワイアンアーティストによるコンサート、ハワイから
のゲストが直接指導してくれるハワイアン教室など、日本にい
ながらハワイ文化に触れることが出来る人気のイベントです。

７月７日（土）
ハワイアン教室 10:00～14:30
ハワイの独自文化をハワイアンアーティストから直接指導して
もらえる教室です。
※参加は無料ですが、事前申込が必要です。当日参加はできま
せん。定員になり次第締切ります。
【フラダンス教室/上級/中級】10:00～11:30
【フラダンス教室/初級/子ども】10:00～11:30
【ウクレレ教室】10:00～11:30
【プイリ作り教室】13:00～14:30
Puʻili（プイリ）とは？
筒状の竹にタテに切れ目が入っており、これを
両手で握り交互に叩くと「シャンシャン」とい
う何ともいえない軽快な音がする楽器です。

ウェルカムコンサート 17:00～19:30
生バンドの演奏によるハワイアンミュージックやフラダンス
など気軽にハワイアンを体験できます。

ゲスト/pele kaio ペレ・カイオ
ハワイ島で「UNULAU」を主宰するクムフラ。過去
8 回「UNUKUPUKUPU」の一員として来町。

７月８日（日）
アロハステージ in ゆりはま 10:00～17:00
全国各地のフラダンスチームが参加する発表会です。フラダ
ンスはもちろん、華麗な衣装も必見です。
※参加は無料ですが入場整理券（事前申込）が必要です。当日観覧は
できません。定員以上の申込があった場合は抽選になります。

ハワイ in ゆりはまコンサート 18:00～19:30

本場ハワイのアーティストによるハワイアンコンサートです。
ハワイアンミュージックやフラダンスなど躍動感あふれるス
テージをご鑑賞ください。
※参加は無料ですが入場整理券（事前申込）が必要です。定員
以上の申込があった場合は抽選になります。
ハワイアンショップや地元団体も
イベントを盛り上げます

※参加は無料、全席自由、どなたでもお気軽にご来場ください。
会場/ハワイアロハホール（湯梨浜町はわい長瀬 584）
問合わせ・入場整理券申込/湯梨浜町産業振興課
（0858）35-5383

フラダンスに欠かせないバウやハワイアンな T シャツ、ドレス、バッ
グ、サンダル、アクセサリー、雑貨などを販売するショップや地元団体
による出店もあります。湯梨浜町の食材を使ったアイスクリーム”ゆり
はまアイス”もありますよ。ぜひお出掛けください。

ONSEN

ガストロノミーウォーキングイベント
2018.11.18 はわい温泉で開催決定！
■「ガストロノミー
ツーリズム」とは、欧
米で普及している旅
のスタイルで、その
土地を歩きながら
「食」を楽しみ、自然
や歴史・文化を知る旅のことをいいます。ここに日本が誇る「温泉」
をプラスした新しい体験が「ONSEN・ガストロノミーツーリズム」
です。日本の魅力溢れる温泉地を舞台に、
「めぐって」
「食べて」
「つ
かって」を体感できる満足度 90％以上のイベントです。全国各地
の温泉地で開催されておりその地域独自魅力が満載！
詳しくはこちらの HP をご覧下さい。↓↓↓
https://onsen-gastronomy.com/
一般財団法人 ONSEN・ガストロノミーツーリズム推進機構
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

湯梨浜イベント情報
「第 24 回中華コスプレ大会」
日本最大級の中国庭園燕趙園を舞台に全国からコスプレ
イヤーが集結。一般来場者もチャイナドレスで気分を
↑↑あげチャイな♪

[開催]６月 2 日（土）・３日（日）
[時間]両日とも 9：00～17：00
[入園料]大人 500 円/小中学生 200 円
中華屋台 11：00～14：00
★2 日間限定！チャイナドレスレンタル割引★
通常大人 500 円 →300 円
通常小人 300 円 →無料（中学生以下）
チャイナドレス 赤ちゃん用～47 号まで 200 着以上の取
り揃え。あなたにピッタリの一着をお選び下さい。メンズ
用は羽織るタイプの皇帝衣装をご用意。
小物 帽子（メンズ）・ヌンチャク・扇子・ストール・サ
ンダル・靴など
★大好評 中国雑技ショー★9:30～/13:30～/15:00～

[問合]中国庭園燕趙園（0858）32-2180
「花と緑のフェア」

総合相談センター「どれみ」オープン記念！！
今年も、JR 松崎駅前旧Ａコープ東郷店周辺で移動もスムーズな軽
トラックの機能性を活用した「軽トラ市」を開催します。
ズラリと並んだ軽トラックが店舗に早変わり♪
新鮮な農産物やカフェ、フード、フリマなど地域の皆さんと交流し
ながら松崎から賑わいを創出します。
さあさあ、皆いらっしゃい～y(o´∀`o)y

【開催】5 月 27 日（日）
9:00～12:00
【会場】JR 松崎駅前 旧 A コープ東郷店跡
総合相談センター「どれみ」
●新鮮野菜村●とうごう市、ハッピーバーディー、センコースクー
ルファーム・川上商店
●フリマ＆手芸村●サロン笑夢＆レディ BABA、まつざきこども園
PTA、松崎駅前活性化協議会、みーちゃん屋
●元気カフェ村●松崎一区、ハッピーバーディー
●防災体験村●消化訓練、土嚢づくり、吹き出し試食、無線交信体験
●ちびっこチャレンジ村●パステルアート、ジャンボ塗り絵
●青空フード村●蒜山石釜ピザ、焼きそば、ぼた餅、はなみおこわ
惣菜、飲茶セット、休憩所
★お車でお越しの方は、JA 鳥取中央東郷梨選果場駐車場に駐車し
て下さい。
（徒歩 3 分）
主催/松崎駅前軽トラ市実行委員会
共催/松崎地区駅前活性化協議会、湯梨浜まちづくり株式会社、
松崎地区区長会、松崎自主防災会 後援/湯梨浜町
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

農業で住みます芸人 in 湯梨浜
加藤アプリ 加藤アプリさんの農業体験の
様子や、湯梨浜の食材を

3000 株の花しょうぶの花園で癒しのひとときを。ファ
ミリーで楽しめる工作コーナーや屋台も出ますよ。

[開催]６月９日（土）・10 日（日）
[時間]１0：00～16：00
[場所]東郷湖羽合臨海公園（あやめ池公園）
[問合]花と緑のフェア実行委員会
TEL（0858）32-2189
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
グラウンド・ゴルフ国際大会 YURIHAMA2018
5/19(土)・5/20(日)
第 30 回グラウンド・ゴルフ発祥地大会 6/9(土)・6/10(日)
ホタルバス(宿泊者対象)6/9(土)～6/24(日)
第 19 回ハワイアンフェスティバル 2018 ハワイ in ゆりはま

7/7(土)・7/8(日)
日本のハワイアロハカーニバル 20187/7(土)～8/15(水)
日本のはわい de しゃんしゃん傘踊り
7/21(土)・7/22(日)・7/28(土)・7/29(日)・8/4(土)・8/5(日)
お子さま花火プレゼント(宿泊者対象)7/21(土)～8/26(日)
綱引き大会 7/29(日)
水郷祭 7/22(日) とまり夏まつり 7/28(土)
あそべる水族園 in 燕趙園 7/28(土)～8/19(日)
中国庭園燕趙園庭園花火 8/18(土)
◆◆海水浴場情報◆◆営業日
ハワイ海水浴場 7/14(土)～8/19(日)
うの海水浴場 7/8(日)～8/16(木)
※詳細は順次お知らせ致します。

湯梨浜ふるさと納税ギフト

湯梨浜町ふるさと納税ギフト 魅力いっぱ
いの“お礼の品”がグーンと増えてリニュー
アルしました。梨をはじめとする果物や野
菜・米に魚介・お肉・加工品・スイーツ・
使った得意のお料理などが更新されるブログとツイ
お酒・温泉、今人気の体験プランまで全
ッターはコチラ↓ツイッターhttps://twitter.com/bat_ten23
100 点がラインナップ！！
ブログ http://agriculture.yoshimoto.co.jp/yurihama/
ふるさと納税は、自分の選んだ自治体に個人が 2,000 円以
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
上を超える寄付を行ったときに所得税や住民税の還付・控
除が受けられ、日本で唯一税金の使い道を自分で選択でき
る制度です。
★全国で活動中の“こうちゃん”の近況やスケジュール
湯梨浜町を第二、第三のふるさとに♪引き続き皆様の応援
などをチェック！みんなで谷本耕治さんを応援しよう。
をよろしくお願いいたします。
ブログはコチラ http://ameblo.jp/koji-tanimoto/
https://www.furusato-tax.jp/city/product/31370
(問合)プロミネンス・ハーツプロダクション

湯梨浜町 PR 大使 谷本耕治

http://p-h-p.jimdo.com/

