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会員募集中！！

泊 定置網漁業「待ちの漁」で港に活気を！
◆鳥取県が行っている「定置網漁業導入支援事業」を活用し、漁村に活気を
②運動場
取り戻そうと、平成 30 年 6 月 1 日 湯梨浜町内の小浜沖（尾後鼻岬沖 500ｍ、
？
水深 20m）に設置した定置網の操業が始まりました。
定置網船「とまり丸」の乗組員 6 人は、4 月から研修や訓練を重ね、魚種は
③登網
さまざまですが港では 500kg～1500kg が毎日水揚げされています。
④箱網
？
そして、6 月 19 日（火）には水揚げされたばかりの新鮮な魚を手に入れられ
？
る「朝市」が開催され、荷捌き所は多くのお客様で賑わいました。
①垣網
定置網とは、一定期間 魚が回遊する場所に網を設置して、誘導された魚を捕る
▲定置網イメージ
漁法で、陸から近い沿岸漁業ですので燃料も少なくて済み、漁業者も毎日
自宅から漁に出ることができます。魚を傷つけず、捕り過ぎず(`･∀･´)ゝ自然に優しい漁法なのです。
まず「①垣網」で魚群の進路を遮断し、その先の「②運動場」へ誘導します。
魚たちは逃げ場を探しながら運動場を回遊。やがて、側面が狭く、底面が登り坂の「③登網」
を通り「④箱網」へ。箱網は出にくい構造になっており、ここで魚を溜めておくわけです。
運動場から船を入れ、追い込みながら最終的に箱網を閉めて魚を漁獲します。
実際に魚を捕る様子が見たい～！ということで乗船体験をお願いしてみ
たのですが、諸事情もあり帰港してからの仕分け作業、朝市の販売をお手
体験ルポ 伝いさせていただくことになりました。
朝４時 30 分 まだうす暗い荷捌き所。連日の日中の暑さとは裏腹に、穏や
かで清々しい朝の海です。
定置網船とまり丸の乗組員の皆さんが次々に出勤され、着
替えを済ませ、もくもくと漁の準備。氷を船に積み込
みます。丁田船長をはじめ乗組員の皆さんにご挨拶。
4 時 50 分いよいよ出港です！いってらっしゃい～。
安全と大漁を祈ってお見送り♪何だか漁師の妻の気分。
（頭の中では海の演歌が流れました ( *´艸)( 艸｀*)）
そして、船が帰港するまでしばらく待機です。
◆7 時 40 分 “とまり丸”が漁を終えて帰ってきました。予定では 7 時頃だと聞いていたのに、何かトラブルでもあったのでしょ
うか(｡>ㅅ<｡) 聞くと、船のスクリューが網に引っかかったり、破けた網の修
繕などで時間がかかったとのこと。網が破ける・・・なんとその原因は！！
箱網にかかったバショウカジキだったのです。上顎が剣のように鋭く、海では
最速のスプリンターであるカジキ、実はマグロの仲間ではありません。
寿司店でよく見かけるマグロは、
「スズキ目サバ科マグロ属」
。
これに対してカジキマグロはスズキ目マカジキ科とメカジキ科に分類される
そうで、生態や肉質がマグロと似ているため、この名前が付いたそうです。
結局、朝市では販売されることなく後日
賀露港の市場で取引されたようです。
さて、鮮度が落ちないうちに魚の仕分け
作業です。素早く、素早く。あまり触らな
いように気をつけながら魚種ごとにコンテ
ナに仕分けていきました。
特大アジ、マメアジ、極小アジ、マルアゴ、カクアゴ、ハマチ、アカビラ、シロイカ
丁田船長「お！カイダコだ！かわいさーに。入らんでもええに、網に入って～・・・
縁起もんだけ、持っていねー（訳：持って帰れ）玄関に飾るとお金が溜まるけぇな」
「え？何これ？タコ？食べれるんですか？」丁田船長「食べ
れるけど、うまない。
（訳：美味しくない）まあ、食べてみぃ」縁起物？本当かな～ 早速持ち帰り、調
べてみますと、アオイガイ（カイダコ）というもので、8 本足のうち１本の足が幅広く、そこから分泌液
を出して自分で貝殻を作るのだそうです。そして貝殻の中に卵を産み、その中で育てるといった驚きの
タコなのでした。貝殻のみを「アオイガイ」と呼び、２枚合わせると葵の御紋に見えることからこの名前が付いたそうです。
自然の生き物の造形美に感動！（試しに煮付けて食べてみましたが、美味しくはなかったです）
８時 20 分 仕分けも終わり、発泡スチロールに箱詰め→漁協が価格決定の協議→朝市の準備へ。牡蠣漁師さんは牡蠣殻の掃除作
業、ご近所の方が朝のウォーキングがてらお立ち寄り、朝市のお客様同士の世間話など、荷捌き所はだんだんと賑わってきまし
た。

◆9 時 40 分 お客様は価格を確認され、魚の前にスタンバイ。
まだかまだかと視線が痛い ε-꒰(´･ε･̥ˋ๑ )꒱開始 5 分前 慣れたお客様は自前の袋を開いてスタ
ンバイ。素早く注文に応えられるように、素早くおつりが出せるようにしなくては。
なんだか、こちらまでドキドキしてきました。
カランカラン～！！油断していました！前触れも無くいきなり鳴った鐘に、泊朝市のスタート
です♪市場のセリの風景を思わせるもの凄い活気です。飛ぶように売れる白イカ。販売する人、
持ち帰り袋・おつりを準備するとまり丸の乗組員さん。そして何と、８分で売り切れました。
(ﾟﾛﾟ;)ｴｪｯ!? 早 い ！ この 8 分は、記憶がないくらいのあっという間の時間でしたが、苦労して捕った魚たちが無事お客様の元
へ届いた喜びが大きかったかな♪（私は捕っていませんが）美味しく食べてもらえよ～と心の中で呟いたのでしたヾ(≧∀≦☆)
海上での仕事は一歩間違えば危険も伴う大変な作業、思い通りにいかないこともしばしばです。人口減少、高齢化が進む中で「漁
業」は、決して楽な仕事ではありませんが、仲間を信用し息を合わせて網を引く。網いっぱいの魚に出会える喜びと、自分達の捕っ
てきた美味しい魚で、多くの人に喜びと笑顔を届けることが出来る凄い仕事なのだと思いました。
これからも海の命だけでなく、全ての命をいただくことに感謝したいと思います。
「朝市」はまだ始まったばかり。海に面した湯梨浜町泊で、昔から行ってきた「漁業」を盛り上げ、継承していくと共に、新たな仕
掛けで町の活性化に繋げていけるよう、何かお手伝いが出来ればいいなと思っています。
『火曜は泊朝市へ』皆さまのお越しをお待ちしております。
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海の駅とまり

お食事処「元気海（げんきかい）
」オープン！
◆海底の砂層よりろ過した、病原体がなく清浄で安心・安
全な海水を汲み上げた「井戸海水式養殖」で育てた“ヒラ
メ”を使った“丼”や“ラーメン”などが食べられるセルフサ
ービスの食堂「元気海（げんきかい）
」が、7 月 21 日（土）
海の駅とまりに OPEN しました。
広々とした店内は、ベビーカーや車椅子もそのまま入店で
き、同じテーブルでお食事を楽しむことができます。
ヒラメの出汁で仕上げた「ひらめラーメン（550 円）
」
、
ヒラメのお刺身がたっぷりのった「元気丼/味噌汁＆漬物
付
付（1,080
円）
」
、海のレストランらしい新鮮なお刺身と小鉢のついた「刺身定食（1,080）
」
、朝食に嬉しい「焼き魚御膳」はワン
コインの 500 円などなど。
お食事だけでなくかき氷やドリンクもありますので、
ちょっとしたティータイムにもご利用下さい。
[海の駅とまり 元気海] 湯梨浜町泊（泊港内）
営業時間/9:30～15:30（食事は 11:00～）
定休日/月曜 電話（0858）34-6007
かき氷(宇治金時)400 円

元気丼 1080 円

ひらめラーメン 550 円
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日本のはわい de しゃんしゃん傘踊り

圧巻の演舞

大盛況にて終了

◆鳥取しゃんしゃん傘踊りは、毎年お盆に鳥取駅前周辺で開催さ
れている鳥取しゃんしゃん祭での傘を使った踊りで、元々は鳥取
東部の伝統芸能「因幡の傘踊り」という雨乞いの踊りがルーツで、
誰でも踊れるようにアレンジされたものです。
今年の夏、そんな華やかな傘の舞「しゃんしゃん傘踊り」がはわ
い温泉にやってきました。
演舞披露されたのは、鳥取県の伝統芸能を PR するため、県内外
で幅広く活躍されている鳥取市の３団体「百花繚蘭（ひゃっか
りょうらん）
」
「砂人（すなんちゅ）
」
「暁（あかつき）
」の皆さん。チームごとに揃いの衣装を身にまとい、煌びやかなしゃんしゃ
ん傘を自由に操る圧巻の演舞は、はわい温泉・東郷温泉にお越しいただいたお客様だけでなく、地元のお客様をも魅了しました。
アップテンポの現代の曲に合わせた躍動感あふれる舞いに感動。また、1950 年代に登場してから踊り続けられている歴史の深
い「きなんせ節」の基本踊りが披露されると、ご存知のお客様は口ずさみ、鳥取に思いを馳せておられました。
傘の大きさは、直径 80ｃｍ×長さ 120cm で全て手作り。竹で組まれた骨組みに和紙を張って赤・青で塗り、金銀の短冊で飾ら
れます。骨の中ほどに鈴が取り付けられ、傘を振りますと「しゃんしゃん」と鈴の音が響くのです。
しゃんしゃん傘踊りの「しゃんしゃん」とは、鳥取市街地の温泉で「湯がしゃんしゃん湧く」
「鈴の音がしゃんしゃん鳴る」という意味で付けられたものです。
傘に貼ってある和紙の色にも意味があり、外側の赤・白は「砂丘」
、中心の金は「賑わい」
、
青は「日本海」
、ひし形の銀は「魚が飛び跳ねている様子」
、中心の赤と銀は「傘踊りの華やか
さが輪となりひとつになること」
、そして一番上の白い和紙は「雨乞いの祈願」を表している
そうです。
はわい温泉・東郷温泉のお湯も豊かに賑やかに“しゃん しゃん”と湧き続けますように。

秋の味覚 二十世紀梨
二十世紀梨
秋の味覚

食べたい梨を自分で選ぶ♪

◆梨どころ東郷を代表する観光梨狩り園「波関園（なんぜきえん）」
。
（湯梨浜町別所）
今年も、甘みと酸味のバランスが絶妙の美味しい二十世紀梨ができ、例年よりも
少し早い 7 月下旬よりハウス二十世紀梨の梨狩りが始まりました。
この時期味わえるハウス二十世紀梨は、3 月上旬から 5 月中旬までの間、ビニー
ルで被覆して温度管理され、早い時期に出荷できる果実で、お盆のお供えや贈答
品にも大変喜ばれています。
市場でも高値でまだ珍しい高級梨が、園内ではなんと食べ放題なのです。
園内の梨は、土・木・太陽から水分や養分を蓄えている真っ最中！
甘くてとってもジューシー♪食べたい梨を自分で選んで食べる。
これが梨狩りの魅力ですね。
★8 月 17 日頃～9 月中旬まで露地の二十世紀梨の梨狩りが始まりますよ。
直売・進物用も全国発送いたします。直接波関園にお出掛けいただくか、
お電話でもご注文を承っております。お客様よりご入金→確認→発送
とにかく果汁がすご～い！
書留・着払いでも OK です。お気軽にお問合せください。

●梨狩り体験料●入園は無料です。お買い物・見学もどうぞ♪
個人のお客様 大人(中学生以上)850 円 小人(小学生)750 円
園児 550 円
団体のお客様(20 名以上)は各料金の 100 円引きです。
●お問合せ・申込・直売●
山陰のフルーツガーデン波関園（なんぜきえん）
営業時間 8:00～17:00 P あり無料 バスも歓迎
〒689-0725 湯梨浜町別所 818-7 TEL(0858)32-1821
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遊べる水族園 in 燕趙園
みんな
遊びに来てね～

7/28(土)～8/19(日)

イベント終了間近

夏休み限定のお楽しみ企画「遊べる水族園 in 燕趙園」大好評開催中！
水族園エリア入り口には、ヨーヨーつり・当てくじや（各 100 円）大人気のザリガニ釣り
（無料）を楽しむことができます。
金具のついた長い糸を垂らし、ザリガニの体に引っかけて釣り上げます。さあ、何匹釣れ
るかな？（注：ザリガニを持ち帰ることはできません）

お隣には特設ステージが設けられており、
9:30/13:30/15:00 と 1 日
3 回中国雑技のショーを観覧することができます。
１回の公演は約 25 分 ハラハラドキドキの感動のステージをぜひお
楽しみください。
（燕趙園入園で無料）
集粋館に入ると、そこは不思議で楽しい水中の世界。
毎週土日 13 時～専門のスタッフが生き物の生態や特徴に
ついてわかりやすく解説してくれる”水族園ガイドツアー”
などもあり、学びイベントも盛りだくさんです。
お食事タイム（13 日・15 日・17 日）
11:00～ペンギン 14:30～魚の水槽（日替わり）
入場料（２歳以下無料）
★ごはんを食べる姿をスタッフの解説と一緒にご紹介。
一般（高校生以上）
当日 950 円/前売り 800 円
ペンギンのおさんぽ（14 日・18 日）
小・中学生
当日 700 円/前売り 600 円
11:00～/14:00～（各回約 20 分）★会場の中をペンギンが
幼児（
3
歳～小学生未満）
当日
500 円/前売り 400 円
おさんぽします。可愛らしい姿を間近で見ることができます。
※20
名以上の団体は前売り料金、障がい手帳、療育手帳
※ペンギンの体調により中止になる場合がございます。
提示で本人様のみ無料。
※通常の燕趙園入園料を含みます。

花火だよ
中国庭園燕趙園★庭園花火＆幻想の夕べ
約 2,000 発の打ち上げ花火と中国庭園燕趙園コラボ企画。花火
の光が園内を彩り、エキゾチックな空間を演出します。

[開催]8 月 18 日（土）
[時間]夜の部 18：00 開園 19：45 水上雑技公演
20：00 花火打ち上げ
[会場]中国庭園燕趙園 [入園料]大人 500 円 小人 200 円
[問合]中国庭園燕趙園 (0858)32-2180

普段から歩こう！
ウォーキングキャンペーン★オープニングイベント★

ウォーキングフェスタ in 東郷湖
ヨガ教室、グラウンド・ゴルフ体験、レイクチューバー体験、カヌ
ー体験、サップ体験の他、農福連携のごきげんマルシェなど楽しさ
いっぱいのウォーキングイベント♪東郷湖周辺の自然を満喫しな
がら自身の健康づくりをしてみませんか。

[開催日]９月２日（日）雨天決行
[集合時間]8:00～9:15 （8:30 受付開始）
[集合場所]ハワイ夢広場（湯梨浜町南谷）
[参加費]事前申込 500 円（保険料含）※小学生以下無料、記念品
当日申込 800 円（保険料含） なし、保険加入。
[参加特典]★関連イベントで使用できる 500 円分チケット
★旬の二十世紀梨提供 ★参加者が着用するビブスにて関
連イベントのサービスが受けられます。
★完歩賞
[申込方法]事前申込/申込書（FAX・
メール、郵送）
、郵便振替、事務局窓口、
ウォーキット HP

湯梨浜イベント情報
「第 18 回東郷湖ドラゴンカヌー大会」
仲間たちが力を合わせて漕ぐドラゴンカヌーレース。今年
の夏も東郷湖でアツい戦いが繰り広げられます。

[開催]8 月 19 日（日）
[時間]8:00～少雨決行
[会場]ハワイ夢広場周辺
[問合]東郷湖ドラゴンカヌー大会実行委員会事務局
090-7897-1050
★8 月 18 日（土）エキシビジョンレース開催★
飛び入り参加歓迎/受付 17:30 表彰式・交流会 20:30～
会場/café ippo (0858)35-6100

「二十世紀梨初出荷式」
秋の味覚、東郷の二十世紀梨を乗せたトラックが関西や首
都圏の市場に向けて出発します。こども園園児による出し
物もありますよ。

※参加申込書を FAX、メール、郵送でお申込の方は当日会場にて参
加費をお支払いください。※郵便振替の場合→01320-2-92572 口
座名/特定非営利活動法人 未来

[開催]8 月 22 日（水）
[時間]10:00～11:00
[会場]JA 鳥取中央東郷梨選果場
[問合]JA 鳥取中央東郷梨選果場(0858)32-2014
「タマノカンザシ鑑賞会」

[申込締切]事前申込/8 月 24 日（金）
当日申込/9 月 2 日（日）8:00～9:00

約 3000 株の優しい香りで、皆さまをお待ちいたしてお
ります。今年は例年よりも開花が 1 週間早めです。

◆お問合せ◆
ウォーキング立県 19 のまちを歩こう事業実行委員会
（0858）24-5725

ゆうゆう、ゆりはま移住セミナー
女性が活躍できる町、湯梨浜町。そんな“ゆうゆう女子”を通じて
町の魅力を知っていただくセミナーです。(参加無料)

東京会場

平成 30 年 7 月 14 日（土） 時間/14:00～16:00（受付 13:30）
会場/生涯活躍のまち移住促進センター
(東京都千代田区有楽町 1-7-1 有楽町電気ビル南館 5 階)

大阪会場

平成 30 年 8 月 19 日（土） 時間/15:30～17:30（受付 15:00）
会場/梅田スカイビル タワーウエスト 22 階 B 会議室
(大阪府大阪市北区大淀中 1-1)

◆お申込み・お問合せ◆湯梨浜町役場みらい創造室
(0858)35-5313

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↓
ツイッターhttps://twitter.com/bat_ten23
ブログ http://agriculture.yoshimoto.co.jp/yurihama/

湯梨浜町 PR 大使 谷本耕治
★全国で活動中の“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。
ブログはコチラ http://ameblo.jp/koji-tanimoto/
(問合)プロミネンス・ハーツプロダクション
http://p-h-p.jimdo.com/
8 月 19 日（日）湯梨浜町東田後納涼祭
谷本耕治★歌謡ステージ 20：00～ 歌あり笑い
ありのステージをお楽しみ下さい。

[開催]9 月２日（日）
[時間]10:00～14:00
[会場]あやめ池公園
[問合]東郷湖羽合臨海公園(0858)32-2189
「第 13 回東郷梨まつり」
東郷梨の食べ放題や、梨詰め放題（有料）など、人気のコ
ーナーが目白押しです。
※当日選果場は稼動しません。直売所は営業します。

[開催]9 月 8 日（土）
[時間]10:00～15:00
[会場]JA 鳥取中央東郷梨選果場
[問合]JA 鳥取中央東郷梨選果場(0858)32-2014
「風の音コンサート」
[開催]9 月 15 日（土）
[時間]18:30～20:00 ※雨天時には体育館にて開催
[会場]あやめ池スポーツセンター横広場
[問合]東郷湖羽合臨海公園(0858)32-2189
********************************
「はわい温泉羽衣 軽食＆デザートバイキング」
[開催]9 月 16 日（日）
[時間]12:30～14:00 (90 分) 受付 12：00～
[料金]大人(中学生以上)2,500 円
小人（4 歳～小学生）1,000 円
★無料バス送迎あり（15 名様以上）
「柳井沙羅と陽氣なマザーたち in はわい」
～永遠のお年頃が集まり,今日も愉快に幕が開く～

[開催]10 月７日（日）
[時間]12:30 開始 受付 12：00～ 完全予約制
[料金]3,500 円（入浴・昼食・ワンドリンク付）
出演/柳井沙羅・ポップスつ～わん
ピアノ演奏/中出安子
[会場]はわい温泉 羽衣 湯梨浜町はわい温泉 21-1
[問合]はわい温泉 羽衣(0858)35-3621
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
◆◆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)

