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会員募集中！！

2019 年 十二支守り本尊は「阿弥陀如来」 縁日は毎月 15 日
◆2019 年 亥年、守り本尊は「阿弥陀如来」です。「阿弥陀仏」とも呼ばれ、全国 7 万ヵ所ある寺院の半数の本尊は阿弥陀如来
というほど重要な仏様。生まれ年の干支によって守り本尊が定められており、生まれてから一生守り続けてくれる仏様だといわ
れています。また、この仏様と縁の深い「縁日」のお参りで、より深いご利益が授かるとか♪(´ᵕ｀๑)۶⁾⁾
湯梨浜町内で阿弥陀如来を信仰しているお寺をご紹介します♪
＜西蓮寺＞湯梨浜町橋津 ＜西向寺＞湯梨浜町松崎 ＜大伝寺＞湯梨浜町引地 ＜乗蓮寺＞湯梨浜宇谷
＜称名寺＞湯梨浜町泊 ＜勝福寺＞湯梨浜町はわい長瀬 ＜香宝寺＞湯梨浜町下浅津
＜安楽寺＞湯梨浜町宇野

謹賀新年
謹んで新年のお祝辞を申し上げます。旧年中はひとかたならぬ
ご厚情を賜り、誠にありがとうございました。本年も相変わら
ず、よろしくお願いいたします。皆さまのご健康とご多幸を
お祈り申し
自前の
－５kg
上げます。
ファットバイクで
痩せます。
東郷湖を駆け回るぞー！

（何回目？）
今年は外国からのお客様
から話しかけられても
キョドらないぞ！

湯梨浜町観光協会

はわい温泉・東郷温泉旅館組合

日本のハワイ アロハカーニバル 2018 フォトコンテスト 最優秀賞 （事務局長） 若山 訓 （書記）伊藤やよい （事務局長） 和湯 武士

ご 挨 拶
皆さま、明けましておめでとうございます。
平成が終わってしまいますね。昨年も各地の天変地異には驚
かされました。どうか今年は平穏無事に暮せますようにと
願うばかりです。
私はというと、昨年は新曲「桜散る」
（徳間ジャパンコミュニ
ケーションズ）を発売させて頂きました。
★全国で活躍中！湯梨浜町出身歌手の谷本耕治さん。
お聴き頂けましたでしょうか？
スケジュールや近況報告、温かく人情味溢れる
これから桜の季節に向けて、さらに PR して 耕ちゃんのブログ「人生相場」は要チェック
だよ♪みんなで谷本耕治さんを応援しよう。
参ります。
今後も応援宜しくお願いいたします。
湯梨浜町 PR 大使 谷本耕治

https://ameblo.jp/koji-tanimoto/
H30 .8/29 新曲リリース！！「桜散る/人生相場」

(問合) タニテツプロ合同会社 TEL/FAX 03-3361-3455

ご 挨 拶
皆さまどぅおんも！謹賀新年
明けましておめでとうございますと言わせてください！
いやぁめでたい事ですな、めでた過ぎる 2019 年スタートで
ございますよ。
振り返れば 2018 年は全国色々な所で講演会をさせていただ
きました。湯梨浜町をたくさんの人に知っていただけたんじ
ゃないでしょうか。有難い事でございますな。
平成最後のこの年に、あたくしの任期も迫って
おりますが、ゆりは MAX！に取り組んで盛り
上げて行きたいと思います・・・と言わせて
ください。まだまだ FRESH!! にがんばりますよー。
今後ともども宜しくお願いいたしますぅ。
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
験の様子や県内外の PR 活
動、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↓
https://twitter.com/bat_ten23
http://agriculture.yoshimoto.co.jp/yuri
hama/

クリスマス花火観賞 2018×クリスマスソング
◆12 月 22 日（土）
・23 日（日）の二日間、はわい温泉の冬の風物詩になりつつある「クリスマス花
火観賞 2018」が開催され、はわい温泉･東郷温泉に宿泊のお客様や、県内各地から多くのお客様がお
越しになりました。このクリスマス花火は、東郷湖羽合臨海公園 浅津公園付近で打ち上げており、メ
イン会場は特に設けていません。
打ち上げ場所付近の公園で迫力満点に観賞したり、600ｍ離れたはわい温泉広場で湖に映る全景をし
っとりと眺めたり、自宅や旅館の部屋からくつろいで観たり、遠く離れていても「あ！ここから花火
が見える！」と、ラッキー感覚で見たり、様々に楽しんでいただけたようです。
（打ち上げ場所付近と
はわい温泉広場で、22 日が約 850 人（天気/晴れ）
、23 日は約 550 人（天気/雨）の人出あり）
花火といえば夏のイメージがありますが、冬の花火も乙な
もの。空気中のチリやホコリも、冬の強い空気の流れにより澄んだ空気となり、光
の。
の屈折も起こりにくいため、鮮やかにくっきりと見えるのだそうです。
色の濃度も良く分かり、キラキラと輝く宝石のようでした。
メインは全国でも珍しい”クリスマスツリー”の花火。はわい温泉ではお
馴染みになりつつある“緑に赤い装飾のツリー”に加え、今年は淡いピン
ク色から緑、水色に変わる別カラーのツリーが登場し、大歓声があがり
ました。湯梨浜町の名産“梨”をイメージしたものや、南国ムード漂う“花”
など、儚く一瞬で消えてしまうのに見る人の心を捉えて離さない魅力あ
ふれる花火は、年々進化しているようです。
そして、この 2 日間は はわい温泉･東郷温泉に宿泊されたお子さまへ
サンタさん（旅館組合）からお菓子のプレゼント♪
嬉しそうに受け取るお子さまの笑顔が、とても印象的でした。
お菓子の引換え時間に合わせ、はわい温泉･東郷温泉観光案内所内では、案内所スタッフ（観光協会）と旅館スタッフによるウ
クレレ＆ギター★クリスマスソングを演奏。お客様も一緒になってリズムを取ったり歌ったり♪
聖なる夜のファンタジー、はわい温泉･東郷温泉で思い出を作ってもらえたかな。花火同様、今後も皆さまに楽しんでいただけ
るよう進化していきたいと思います。

はわいっ子頑張り教室
◆羽合西コミュニティ施設内にある放課後支援学級「はわいっ子がんばり教室」。学校･家庭･地域の役割を明確にしながら、地
区の公民館や施設等を有効活用し、子どもたちの学力アップ等放課後教育の支援をしているもので、現在羽合小学校 2 年生 3
年生の児童 20 人が、週 2 回放課後学習の場として通っています。普段は学校の宿題と頑張り教室の勉強をこなしていますが、
年に数回、教室外でも地域に密着した体験活動を企画しており、1 月 7 日（月）ぱにーに湯梨浜店にて人気のパン作り体験と、
焼き時間には東郷湖にやってきた野鳥を観察するバードウォッチングが行われました。
パンは大好きだけど、作るのは初めてという児童も多く、期待と不
安でドキドキ( *ˊᵕˋ ) ⁾⁾手洗い・エプロンと三角巾に着替えていよ
いよスタートです。講師のぱにーに湯梨浜店 大家祐子さん指導の
もと、用意されたパン生地を形成していきます。
最初はメロンパン。メロンパンのカリカリ部分に使用するのはク
ッキー生地で、ラップを敷いてめん棒で丸く伸ばしていきます。
みんな、なかなかの腕前です♪中に入れる生地を丸く揉み込み先
ほどの伸ばした生地に包んでいきます。
大人と違って体温が高いので生地が柔らかくなり、まとまりにくかったかもしれません( ›ω‹ )
「難しい～」
「丸くならん～」そんな声が聞こえながらも、さすががんばり教室の皆さん、教室とはまた違った集中力を発揮し
個性豊かな模様付けで仕上げました。続いて、生地を伸ばしウインナーにくるくると巻きつけるウインナー惣菜パン・生地にた
っぷりカスタードクリームと梨コンポートをトッピングしたクリームパンを作りました。パンが焼けるまでの時間を利用して、
お次は東郷湖の野鳥観察会。金平さん（鳥取県中部総合事務所）と、町内ではお馴染み「漁師のおっちゃん」こと中前雄一郎さ
ん（東郷湖・天神川サケの放流プロジェクト代表）に、この日は「鳥のおっちゃん」として講師をしていただきました。
東郷湖周辺お散歩ガイドの小冊子を手に、町マイクロバスに乗って出発。東郷湖周辺の野鳥観察ポイントで湖に
そっと近づき、双眼鏡を覗きます。
「見えた！あれは・・・オオバン。今潜った」
「あっちにはコガモがおる」
小冊子に掲載された野鳥を実際に見つけ、生き生きと活動する姿や言葉に、大人たちも共感しながら一緒に
学習することができました。普段当たり前のように目にしている風景の中にも鳥・昆虫・魚たち
の生活があります。
自分達が生まれ育った湯梨浜町の素晴らしい自然に接し、全ての生き物が、自然の恩恵を受けて
生活していること、これからも思いやりの心を持ち続けてほしいと願っています。
柿山紗和さんは「メロンパンが難しかったけど、楽しかった」点数を付けるとしたら？と聞くと「70 点かな」こんなに美味し
そうなのに？「じゃあ 80 点！」と最高の笑顔を お散歩ガイドを見て…
見えた！コガモ！
みんなで イエ～イ！！
見せてくれました。
浪花結月さんは「野鳥について詳しくなかった
けどいろんな鳥を見て勉強になった」と達成感
いっぱいに答えてくれました。

泊漁港 ワカメの種付け体験

湯梨浜町立泊小学校 総合的な学習

◆12 月 13 日（木）湯梨浜町泊 荷捌き所にて地元泊小学校 3 年生による「ワカメの種付け体験」が行われました。
身近な生活の中から課題を見つけ、学ぶ “総合的な学習”として今年で約 10 年になります。定置網船とまり丸乗組員や漁協職
員、鳥取県栽培漁業センターの職員からワカメの種付け方法の説明を受け、2 人 1 組になっていよいよ種付け。
ワカメの芽が付いている細いたこ糸を、ロープに巻きつけていきます。最初はなかなか息が合わず、たこ糸が絡まってしまった
り。苦戦していた皆さんも、コツをつかむとスルスルとテンポ良く作業が進みました。
日本で古代から食されてきたワカメは秋から冬にかけて成長し、春から初夏にかけて収穫
される一年生の海草で、日本の広い範囲に分布しています。
現在流通しているワカメのほとんどは養殖で、収穫までの期間を調節でき、安定供給でき
るため年々需要が高まっているようです。
種を巻きつけたロープを軽トラックで運び、入り江の
先へ。水深を保つため、浮き玉を付けて沈めれば完了
です。あとは潮の流れに沿ってゆらゆらと♪
ミネラル豊富な海水をたっぷり吸収して大きく育つのを
待つばかり。順調にいくと 2 月末頃の収穫を予定しており、それまで
の生育の様子は海面からも観察する
こともできます。地域で活躍する人
との関わりの中で、ふるさとに愛着
と誇りを持ち、様々な分野で活躍
する大人になって欲しいですね。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

はわい温泉・東郷温泉観光案内所

給水

◆ウォーキングの際、誰でも気軽に立ち寄ることができるウォーキングステーション。
湯梨浜町内には６つのウォーキングステーションがあり、そのうちの 2 ヵ所（はわい温泉・東郷
温泉観光案内所/ゆアシス東郷龍鳳閣）は、日本ウォーキング協会より認定を受けたイヤーラウンドコ
ースの発着基地です。ステーションそれぞれの特徴があり各サービスを受けることができますが、平成
30 年 12 月よりはわい温泉・東郷温泉観光案内所でも「給水」サービスを開始することにいたしました。
パンフレットや地図案内だけではなく、地域の知識豊富に、答えのないそれぞれのお客様に合ったご案内も
できるよう接客スキルを上げていきたいと思います。皆さまどうぞお気軽にお立ち寄りください。
ゆアシス東郷龍鳳閣
（湯梨浜町引地）
営 10:00～21:30 第 4 火曜日休
（0858）32－2622
給水 休憩場所 ウォーキング指導
グッズ販売 レンタサイクル
レンタルポール AED 設置
★イヤーラウンド発着基地

はわい温泉・東郷温泉観光案内所
（湯梨浜町はわい温泉 5－22）
営 9:00～17:00 1/1 休
（0858）35－4052
給水 休憩場所 ウォーキング指導
レンタサイクル レンタルポール
★イヤーラウンド発着基地

Café ippo
（湯梨浜町南谷 573）
4 月～11 月 営 10:00～17:00
12 月～3 月 営 11:00～16:00
月曜休（0858）35－6161
給水 ウォーキング指導
グッズ販売 レンタサイクル
レンタルポール AED 設置

あやめ池スポーツセンター
（湯梨浜町藤津 650）
営 9:00～17:00 年末年始休
（0858）32－2189
休憩場所 ウォーキング指導
レンタサイクル レンタルポール
AED 設置

東郷運動公園
（湯梨浜町川上 885）
8:30～17:00
※7・8 月は 18:00
年末年始休
（0858）32－2840
休憩場所 AED 設置

潮風の丘とまり（湯梨浜町泊 1313）
営 8:30～17:00
年末年始休（0858）34－3217
給水 休憩場所 AED 設置

◆平成 25 年夏、湯梨浜町のウォーキングコー
ス「東郷湖を巡る道（東郷湖一周/12ｋｍ）
」が
全国第一号として全日本ノルディック・ウォー
ク連盟公認コースとして認定されてから５年。健康意識の高まりと共に湖畔を歩くウォーカ
ーも年々増加し、教室やイベントなど様々な企画が展開されています。
昨年 11 月には、その土地で歩きながら食を楽しみ、自然や歴史・文化を知り「温泉」をプラ
スした「ONSEN・ガストロノミーウォーキング in はわい温泉・東郷温泉」が鳥取県で初めて
開催され、反響を呼びました。
自分に合った方法、目的に沿ったウォーキングで健康維持に努めるだけでなく、季節によっ
て表情が変わる植物や風景を楽しみながら心と体に効くウォーキングを始めてみませんか。
●●●日本市民スポーツ連盟イヤーラウンド認定コース●●●
ステーション窓口にて参加料（1 コース 1 回 200 円/傷害保険料、運営管
理費）を添えてお申込みください。コースマップを受け取り、開設時間内
にスタート･ゴールしてください。また、パスポートを購入（200 円）して
いただくと、歩いた回数や距離に応じて国際市民スポーツ連盟から世界共
通の歩行記録が認定されます。

クイズに答えて
プレゼントをもらっちゃお～♪

当たる 当たる
応募してね。
ブヒッ
↓↓クイズ↓↓
◆平成 30 年 11 月 5 日、湯梨浜町松崎の A コープ跡地の建
物に、買い物や食堂、団らんの場としての機能を備えた施設
が誕生。館内食堂では、湯梨浜ファーム今市鶏卵の「セレブ
の気持ち」卵を使ったたまごかけご飯や親子丼・うどんメニ
ューも登場し、ますます賑わいを見せています。
この施設の名前は何でしょうか。
答え「〇〇〇〇館」← ひらかな 4 文字を答えてね。

特賞

はわい温泉･東郷温泉商品券 １名様

応募方法 ハガキに①クイズの答え②ご希望の商品③住所
④氏名⑤連絡先（電話番号）⑥今年チャレンジしたいことをご
記入の上ご応募ください。（無記名で内容をゆりはまにあに掲
載させていただくことがあります）
[応募先]〒682-0715 湯梨浜町はわい温泉 5－22
湯梨浜町観光協会「ゆりはまにあプレゼント係」
[締切り]平成 31 年 2 月８日（金）※当日消印有効
★賞品の発送をもって発表にかえさせていただきます。
＜問合わせ＞湯梨浜町観光協会(0858)35-4052

湯梨浜イベント情報
「愛らぶ東郷池～楽しく学ぼう～」
・東郷池の環境保全に関する川柳･標語入選者発表
・湯梨浜町立北溟中学校科学部による研究発表
・ボルトボルズによる笑ってタメになるサイエンスショー
◆はわい温泉・東郷温泉の各旅館で利用できる 10,000 円分
の商品券です。宿泊及び、食事料金の割引、売店でお土産の
購入にも使えます。本券の金額より少ないお買い物の場合、
おつりは出ませんのでご注意下さい。
期限内にご利用下さい。
（期限を過ぎたものは無効です）
利用できる旅館･ホテルはこちらでご確認ください。
はわい温泉･東郷温泉旅館組合 http://www.hawai-togo.jp/
★提携旅館以外に、仕出し料理店「すみのや(湯梨浜町はわい
温泉 5-22(0858)35-3104」でも使用できます。

A 賞

ゆりはまアイス５種
詰め合わせセット

3 名様

◆湯梨浜の素材や特産物を使ったオリ
ジナルアイスクリーム全 19 種のうち
５種の詰め合わせセットを 3 名様にプ
レゼントします。
ジューシーなフルーツ 系ア イスの他
に、クセになっちゃう変わり種アイスもあるよ～。
どれが届くのかはお楽しみ♪

B 賞 湯めぐり手帳（入浴券 6 枚入り）2 名様
◆はわい温泉（望湖楼/4 月以降利用可※要問合
・千年亭・ゆの宿彩香・羽衣・水郷・翠泉）東
郷温泉（養生館・水明荘・澤の湯）で利用でき
る入浴券です。各旅館が表示している枚数をご
提示ください。
（賞品発送日より 6 ヶ月間有効）
シェアしても使用できます。
わ

水郷

C 賞

ゆの宿彩香

翠泉

養生館

カニ爪ボールペン＆
入浴剤セット

５名様

◆山陰の冬の味覚といえば「松葉ガニ」
ですね。鳥取県が蟹取県の愛称になって
から鳥取県ウェルカニキャンペーンも
おなじみとなり、県内旅館や観光施設に
設置されているカニキャップが大人気！
だが、しかし！まだまだありますカニグ
ッズ♪今密かに人気なのが「カニ爪ボールペン」なのだ。
ノックすると爪がカチカチ動いちゃうおもしろ文具で人気と
運気アップ↑↑間違いなし。

[開催]２月２日（土）手話通訳あり
[時間]13:30～15:00 （開場 13:00）
[会場]ハワイアロハホール（湯梨浜町はわい長瀬 584）
※入場無料ですが、お申し込みが必要です。どなたでも
ご参加いただけますが、小学生以下のお子さまは保護者
同伴でのご参加をお願いします。ご来場記念として先着
250 名様にエコ商品をプレゼント。
[お申込み期限] 1 月 25 日（金）
[問合･申込]湯梨浜町役場町民課 「愛らぶ東郷池宛て」
代表者のお名前・参加人数・電話番号を明記の上、FAX・
メールにてお申込み下さい。メール ychomin@yurihama.jp
電話（0858）35－5318 FAX（0858）35－3122

湯梨浜 de ランチ情報
あかまる牛肉店 ハワイ店
★目玉！の焼きすき★
すき焼きのお肉を網で
焼いてたまごの黄身にくぐらせる魅惑
の一品♪ 980 円（税込）
★ミニまるランチ★
旧あかまるランチを少なめ
にした和牛・豚肉・鶏肉
セットです。980 円（税込）
★鳥取和牛焼肉定食★ 980 円（税込）
香ばしく焼き上げたカルビと、こだわりのタレとの相性は抜群！
白飯がススム～♪
★焼ホルモン定食★ 980 円（税込）
新登場！ホルモン専用のこってり
味噌ダレはこの定食でどうぞ♪
ランチ 11:00～15:00
焼肉 17:00～21:00（L.O30 分前）
お肉の販売 11:00～20:00 月曜休
電話/0858-35-2941(ニクヨイ) （湯梨浜町田後 1455－1）
つまみ＆びぁ

mimosa(みもざ) ～土曜日だけの隠れ家～
昨年 3 月にオープンしたつまみ＆びぁ
mimosa に 2 月より「カレーランチ」
が登場します♪
★カレーランチ★ミモザサラダ付
650 円（税込）
+150 円コーヒー付 +200 円チーズケーキ
大人気！オーナーNAO さんこだわりのカレー
がパワーアップしました。
営業日/毎週土曜日 (湯梨浜町田後 218-1)
2 月より（土曜日）ランチ 11:30～14:00
ビアタイム 17:30～22:00
電話/0858-35-2449 みんな来てね♪

