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湯梨浜町観光協会

２０１９年 ２月１０日発行

第二 第三のふるさとに

会員募集中！！

お問合せ/湯梨浜まちづくり株式会社 0120-48-6210

湯梨浜ふるさと納税ギフトがパワーアップ！

いつも応援
ありがとう
ございます。

◆ふるさと納税は、ふるさとや応援したい自治体に寄付ができる制度のことで、控除上限枠内で寄付を行うと、
合計寄付額から 2,000 円を引いた額について所得税や住民税の還付・控除を受けることができます。お楽しみなのが、全国各自
治体の”お礼の品” (◍•ᗜ•́)✧ 寄附金の使い道を自分で選ぶことができ、お礼の品もいただける魅力的な仕組みです。
寄附をしていただいた自治体にとっても、お礼の品を通じて地域の特産品・名産品、取り組み等を全国の方々へ知ってもらえる
貴重な機会でもあるのです。現在、湯梨浜まちづくり株式会社と湯梨浜町・生産者とが連携し、“もっと！もっと！湯梨浜を届け
たい”という熱い想いで、湯梨浜ふるさと納税ギフトお礼の品を増量中です。
このギフトカタログ、またはふるさとチョイス湯梨浜町を見れば、町のイイトコ美味しいモノがわかっちゃう。2019 年もパワー
アップ！NEW 掲載をお楽しみに♪

◆湯梨浜町◆皆さまからの元気をありがとうございます
平成25年度

平成26年度

平成27年度

平成28年度

金額

金額

金額

金額

件数

3,193,998

145

件数

36,601,000 3,172

件数

135,295,102 6,812

セレブの気持ち 生卵 40 個
ご寄附 8,000 円以上

◆素材にこだわった餌や天然の水を与
え、充分な居住スペースにて雛から育て、体
内の酸化と還元のバランスを整えて動植物
の機能や活性を高める FF テクノロジーを
活用した卵は、黄身のかたさや白身の盛り
上がりが自慢♪安心･安全でプレミアな美
味しい卵をお届けします。
40 個×3 ヶ月「定期便」20,000 円以上
80 個 10,000 円以上も大好評
事業者/湯梨浜ファーム今市鶏卵

TEL（0858）35－3302

味自慢！小林農園のいちご
2 種セットご寄附 10,000 円以上
あきひめ＆とっておき 2 品種入り DX 大箱
◆水･土・環境全てにこだわる“わかば農法”
によって作りだした安心･安全ないちご。
大粒で果肉が柔らかく、酸味が少ないジュ
ーシーな「あきひめ」と、適度な歯ざわり
・甘みと酸味のバランスが絶妙な 鳥取県オリジナル品種「とっておき」
の贅沢 2 品種の詰め合わせです。
いちごと干し芋のセット 10,000 円以上他も大好評
事業者/小林農園 TEL（0858）34－2064

リニューアル掲載

名物おかみに
会いに行こう！

平成29年度

件数

金額

104,472,466 6,374

104,813,101

件数
7,059

鳥取和牛切り落とし
特大セット

ご寄附 10,000 円以上

鳥取県産黒毛和牛切り落とし 1.2kg

◆脂質の良さ、
「口の中で融ける」
融点の低さが評価される全国でも
トップクラスのお肉、鳥取和牛の
切り落としをドドンと 1.2kg 贅沢にお届けします。
炒め物・煮込み料理･牛丼など主役級の逸品です。
★ふるさとチョイス限定★
特大セット 2.2kg/20,000 円以上 他も大好評
事業者/あかまる牛肉店

TEL（0858）35－3302

どっさりきのこの満ぷくセット
ご寄附 10,000 円以上

舞茸大 1 株＆椎茸 300ｇ×2

◆菌床栽培で育った存在感
たっぷりの肉厚で大きな
舞茸をまるごと 1 株と、
菌床しいたけをセットした きのこファンにもたまらない
組み合わせです。
ザ･プレミアムきのこ野菜セット/10,000 円以上
定期便月 1 回×3 ヶ月/30,000 円以上も大好評
事業者/センコー･スクールファーム鳥取
TEL（0858）35－5238

はわい温泉･東郷温泉宿泊利用券 ご寄附 50,000 円以上/100,000 円以上
◆はわい温泉のお宿（望湖楼/現在改装中につき 4 月 1 日より利用可、千年亭、ゆの宿
彩香、羽衣、翠泉、水郷、別館湯乃島、東郷館、鯉の湯、ビジネスホテル山本）東郷温
泉のお宿（養生館、水明荘）で宿泊時に利用できる券です。
50,000 円以上で 15,000 円券×１枚＋中国庭園燕趙園入園券
１枚（チャイナドレスレンタル無料券付）
、
100,000 円以上で 15,000 円券×2 枚＋中国庭園燕趙園入園券
２枚（チャイナドレスレンタル無料券付）をお送りします。
有効期限は発送日から 9 ヶ月です。
事業者/はわい温泉･東郷温泉旅館組合 TEL（0858）35－4052

湯梨浜町観光ガイドの会
◆平成 30 年 12 月 15 日（土）～平成 31 年 3 月 31 日まで運行する大阪⇔鳥
取を結ぶカニバスが運行開始となり、現在 湯梨浜エリアの添乗業務を担当す
る「湯梨浜町観光ガイドの会」メンバーが元気に乗務しています。
初便である 12 月 15 日（土）は、はわい温泉・東郷温泉へ宿泊されるお客様
への歓迎と、バス運行を祝って通常のバス料金（往復 4,800 円）の半額とな
り、旅館関係者もハッピやカニのかぶりものでお出迎えし、カニの爪ボールペ
ンと入浴剤のセットをお客様へプレゼントしました。
料金/大人 4,800 円 学生・小人/4,300 円

＜往路＞
大阪 9:00 発⇒鳥取砂丘 12:00～13:15
⇒東郷温泉 14:00 頃⇒はわい温泉 14:15
＜復路＞
はわい温泉 14:45⇒東郷温泉 15:15⇒
賀露港 15:45～16:15⇒大阪駅周辺
◆国民宿舎水明荘からバスに乗車し、東郷温泉・はわい温泉の宿泊されるお宿
までの短い間ですが、燕趙園・東郷湖・温泉・足湯など見て楽しめる観光案内
や、カニバス利用のお客様限定”8 大特典”などをギュッと凝縮してご案内して
います。

ドローン体験教室

◆今年カニバス新メンバーとして乗務した中
国庭園燕趙園スタッフの前田花菜さんは、
「限られた時間の中でいろいろな事をお客様
へ伝えるのが難しかったです。でもまた乗務
したい！」同じく川上夢子さんは「１回目よ
り２回目の方が上手く伝えられたかな。お客
様が次の日燕趙園に来られて、声を掛けてく
ださったのが嬉しかったです」と笑顔いっぱ
いに話してくれました。短い時間ですが、お
客様とのふれあい・会話のなかでやりがいや
楽しさを実感し、キャリアアップすることで
普段の仕事や生活にも張り合いがでるように
思います。
3 月 31 日の最終日まで、安全第一に皆さまの
楽しい旅のお手伝いをさせていただきます。

2/3 ハワイアロハホール集会室

◆今では誰もが知っているドローン。ここ数年でメディアでも大きく取り上げられ、性能･機能・
そして認知度も高まり、空撮以外にも宅配・医療・農業・測量など幅広く活躍の場が増えてい
ます。しかし、いざ操縦となると難しいイメージがありますね。そこで、もっと身近にドローン
に親しんでもらおうと、2 月 3 日（日）ハワイアロハホール集会室にて、湯梨浜うまれのドロ
ーン屋さん「湯梨浜無人航空そらあい」代表の山田太一さんを講師にドローン体験教室が行わ
れました。この日使用されたドローンは初心者練習用の小型軽量タイプですが、それでもプロ
ポ（コントローラー）と合わせると数万円はするもの。
参加した小学生は、まず基礎知識を学び、緊張した面持ちでオペレータについて飛行開始。プロポのレバーを組み合わせ、上
昇→蛇行→ゆっくりと回転して空中に停止するホバリング。ここまでは何とかクリア♪そして難しいのが帰って来るとき。
操作と機体の動きが左右前後全て逆になるため、機体を自分の方向に向ける対面飛行には少々苦戦する参加者の皆さんでした。
「初めてで難しかったけどすごく楽しかった」と参加者の隼人くん。初めてドローンが上昇した時の生き生きとした表情が印
象的でした。山田さんは、撮影や映像制作に携わる中で、もっと広い範囲で”空から”
の映像を撮影したい！と、今まで想像できなかった素晴らしい世界に魅了され 2018
年 1 月「湯梨浜無人航空そらあい」を開業されました。
現在、ドローンオペレーター4 人が在籍し、空撮をメインに活躍中です。今後は、宿
泊のセットプラン等で、湯梨浜をはじめとする自然豊かな鳥取県の素晴らしさを多
くの方に広めたいと抱負を語っていただきました。3 月には、町内でドローンレース
を計画中！！活気あふれるドローン業界から目が離せません。

伯耆国一ノ宮 倭文神社例祭宵宮

◆伯耆国一ノ宮倭文神社は毎年 5 月 1 日が例祭日、その
前日 4 月 30 日の夕方には宵宮の祭儀が行われています。
み
よ
が
ががく
3 月より
今年は 4 月 30 日をもって平成が終わり、5 月 1 日より
受付開始
新しい元号となります。
これを御代替わりといい、今の天皇陛下が位をお譲りに
＜開催＞平成 31 年 4 月 30 日
（火） ★昇殿参拝の方は初穂料
なり、皇太子殿下が新天皇へ即位することを表し、5 月 1
1,000 円をお納めください。日には即位されたことを新天皇が全国民に対して宣言
＜時間＞午後 6 時半～午後 8 時
（拝殿に昇殿させていた
昇殿参拝 30 名様限定
し、祝賀の行事が国を挙げて行われます。そこで、伯耆国
だき参拝していただきます）一ノ宮倭文神社でも御即位を奉祝すべく、宵宮にて雅楽
●●●当日スケジュール●●●
★一般的な参拝は自由です。の奉納を執り行いたいと思います。皆さまも、雅楽と共に
18:30 楽器紹介 雅楽演奏
当日は駐車場が使用できま 平成を振り返り、次の時代に思いを馳せてみませんか。
19:00 祭典開始 雅楽演奏
せんので、お車で
御代替わりについて
※当日はマイクロバスを運行しますの の乗り入れは
ご遠慮ください。
でどうぞご利用ください。
あやめ池公園⇔伯耆国一ノ宮倭文神社

御代替わりと雅楽

一ノ宮さん宵宮実行委員会＜問合わせ＞伯耆国一ノ宮倭文神社
（0858）32－1985 または、湯梨浜町観光協会（0858）35－4052
詳しくは協会 HP・フェイスブック等で告知します。

「第３回 男の料理教室」へ潜入♪

Let's cook♪

◆家庭において、
「料理」をする人の割合は圧倒的に女性が多いようですが、湯梨浜の”料理男子“も負けてはいません。
２月１日（金）湯梨浜町中央公民館（龍島 505）で開催された「男の料理教室」に潜入♪地元料理人としておなじみの吉岡豊さ
ん（味覚塾調理師会 会長）を講師に、18 名の参加がありました。まずは服装を整え、手指のアルコール消毒。
「これは俺のエプロンだで！」なんと、ご家族から借りてきたのではなく、ほとんどの方が自前のエプロンなことに驚きました。
「ちょっと後ろ・・・手がとわんけ（届かない）結んでーな」ヾ(≧∀≦☆)
しかしながらエプロンの後ろヒモやボタンには少々不慣れなご様子。それでも皆さんなかなか
お似合いです♪
この日のメニューは、2 月 3 日の節分にちなんだ「恵方巻き」
。起源について調べてみますと、
諸説あるようですが、江戸から明治にかけて大阪の花街で、商人や芸子達が節分に芸遊びをし
ながら商売繁盛や節分のお祝いをして食べたのが始まりだとか。後に「海苔屋」や「寿司屋」
がアイデアを出し、後にコンビニエンスストアで売り出すと一斉に全国に広まったということ
です。準備した恵方巻きの具材は、桜でんぶ・きゅうり・玉子・エビ・かにかま・しいたけで、
最初にきゅうりを細切りにし、エビを下準備しました。
「きゅうりが曲がっとって、ええ具合に切れんわ」
「あ！ヘタ
均等に･･･
を切らないけなんだ」など苦戦しながらも、とても丁寧な
まっすぐ･･･
仕上がりでした。普段家庭で料理をされる
のか聞いてみると、
「家では食べる専門！
なかなか料理はせんけど、交流の場として
参加するのが楽しい」
「今日は誘われて
参加した。食べることは大事だから、
竹串をエビに刺して・・・
少しは知っていたほうが良いと思ってね」

ハイ、
その調子♪

見られると
緊張しちゃうなぁ。

きっかけや家庭での料理事情は様々ですが、皆さん和気あいあいでとても楽しそうです。
そしてすし酢の合わせ方講習(○́v`○)皆を集め、代表して吉岡さんが行います。
「冷めると味が薄くなるため、仕上がりの味を計算して調合していきます。これには
調味料の性質を知ることが大事ですよ」爽やかな風味をプラスするかぼす果汁を隠し味に♪混ぜ方の
コツを教わりました。酢飯が熱くてなかなか冷めなかったため、スタッフがうちわで扇ごうとすると
「扇がんでもええ。家では奥さんは忙しい。手伝う人がいつもおるわけでないよ。この時期、冷ます
には外に出せばいいから」と。
わぁ～何だか感動！！(*́ᴗ`*)♪まさに男の料理教室の真髄を見たような気がしました。
こうして窓の外に出された酢飯は、２月の冷たい風に冷やされ、
まんべんなく調味料を染みこんでいきました。そしていよいよ一番
の見せ場「巻き」に入ります。
「よく見といてよ！見てない人は失敗
するよ」巻き簾の上に海苔を敷き、酢飯
を広げ、具材を均等に並べ、見事な手
さばきであっという間に美しい太巻きが完成しました。
参加者の皆さんは先生の見本をしっかりと目に焼きつけ、今日一番
すし酢を合わせる吉岡さん
の真剣なまなざしで挑んでいかれました。

同じ大きさに仕上げるために酢飯を計量し、海苔に広げていきます。
「これくらいだったかいな」
ここで女性と違うのは、不安に思ってもあまり周りを気にせず前に突き進むこと(๑′௰‵๑)
あぁ、もう少しご飯を広げた方がいいのに～と思いつつ、今日は見守ることにしましたよ♪
講師の先生が順に調理台をまわります。
「これは失敗だ。何でこんなに太くなっちゃうだえ？
ご飯はちゃんと計った？でもみんなが上手かったら寿司屋になれちゃうけな。ハハハ」と笑い
を誘い、終始和やかムードです。
「あ～！エビ入れるの忘れた。」
「あれ、玉子がない。ちょっとおまいねの
（あなたの班の）玉子ちょっと貸してぇ」
「・・・ええよ」
とても美しく巻けたものや、どこか愛嬌たっぷりなもの。ここでそれぞれの
個性が出ましたが、それはそれで結果オーライ！皆さん、達成感いっぱいの
表情でした。調理の後は、かぼすの果肉をくり抜いたものを器にした紅白
なます・味噌汁と共に、恵方巻きを皆で試食しました。
寿司を巻くのは初めてだという方が多く「家でも作ってみたいですか？」と
いう質問を６人にしたところ、なんと皆さん答えが同じ。笑顔で「いやぁ～・・・食べる
方がいいかな」経験するのと、家で作るのは別なのかもしれませんね。
ベテラン男子世代の皆さんも、今までは会社勤務や日々の仕事で
料理に縁がなかったかもしれませんが、
“男の料理教室”に参加する事で地域の交流を楽しんだり、料理を作る手
間
間や、生涯にわたって続く“食べること”の大切さを学ばれました。
男の料理教室は年 3 回開催されており、参加者は男性限定。
料理は習ってみたいけど、女性が多いクラスでは気がひけるという方も、
安心して参加することができますよ。次のメニューは何かな？

グラウンド・ゴルフ YURIHAMA2019
国際大会
参加者募集中！
◆1982 年（昭和 57 年）ゴルフ場に行かなくても学校のグラウン
ドでもできるスポーツをイメージして名付けられたグラウンド・
ゴルフはルールも簡単で、誰でも楽しむことができることから日
本だけでなく海外でも普及しています。

＜開催日＞ 2019 年 5 月 24 日（金）
・25 日（土）
24 日（金）受付/8:20～8:50 開会式/9:00～9:40
プレー/10:30～15:30
※1 日目プレー終了後、各国地域代表者による意見交換会あり
25 日（土）受付/9:00～9:30 プレー/10:00～11:40
昼食/11:40～12:20 表彰式・閉会式/12:30～13:00
※13:30～
等が当たるお楽しみ抽選会があります。

＜参 加 費＞お一人様 2,000 円（2 日間のお弁当代含）
＜開
場＞潮風の丘とまり（湯梨浜町泊 1313）
＜募集定員＞384 人（外国籍 192 人 日本国籍 192 人）
＜申込・お問合せ＞所定の申込用紙に必要事項を記入し、
3 月 29 日（金）までにお申込みください。参加費は 5 月
15 日（水）までに納入してください。↓↓↓
グラウンド・ゴルフ国際大会実行委員会
メール groundgolf@yurihama.jp
電話（0858）35－5368 FAX（0858）35－5387
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

中国庭園燕趙園

仙桃節＆あやめ池春のこどもまつり
「仙桃」は中国では不老不死の効果があるといわれ、日本の桃
の節句も中国から伝わったといわれています。中国庭園燕趙園
でも桃の節句を祝うイベントを開催します。
◆3 月 23 日（土）飛龍隊卒業公園 10:00～/14:00～
「飛龍隊」は地元東郷小学校 6 年生有志でつくる龍踊りのグ
ループ。地元のお祭り･イベント等で活躍しており、今回は卒
業特別公演となります。
◆3 月 23 日（土）大道芸人ひろとジャグリングショー
10:30～/13:30～
◆3 月 24 日（日）Mr オクチコメディパフォーマンスショー
10:00～/14:00～
◆3 月 24 日（日）濱田珠鳳指画実演/濱田珠鳳指画展同時開催
指画は筆を一切使わず、指･手の甲･爪等で書き、作者の心感情
がそのまま画面に伝わる、まさに「十指連心」という気迫のこ
もった画法です。日本で唯一、中国指画研究協会に外国人とし
て初めて推薦登録された指画作家・濱田珠鳳先生による迫力あ
る指画実演です。
◆お楽しみ広場◆3 月 23 日（土）・24 日（日）
ポップコーン・わたがし・ヨーヨーつりなどもあります。
＜会場＞中国庭園燕趙園
＜入園料＞大人 500 円 小人 200 円
＜時間＞9:00～17:00
＜問合わせ＞中国庭園燕趙園（0858）32－2180

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や
町内外での活動の様子が

道の駅燕趙園/野花豊後フェア

湯梨浜町 PR 大使 谷本耕治

ゆりはまにあ★新春お年玉プレゼント★

＜開催＞3 月 16 日（土）
・17 日（日）
・21 日（木･祝）
23 日（土）
・25 日（日）
★湯梨浜町特産の「野花梅（のきょううめ）」の商品を試食
更新されるブログとツイッターはコチラ↓↓↓
販売いたします。
https://twitter.com/bat_ten23
梅寿司
梅シロップ漬け
梅ジャム
http://agriculture.yoshimoto.co.jp/yurihama/
＜問合わせ＞道の駅燕趙園（0858）32－2184
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★湯梨浜町出身歌手谷本耕治さん 全国で活動中！
スケジュールや近況、温かく人情味溢れる耕ちゃんの
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。
「桜散る/人生相場」 絶賛発売中！！
https://ameblo.jp/koji-tanimoto/

(問合) タニテツプロ合同会社 TEL/FAX 03-3361-3455
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湯梨浜ファン★募集中
（湯梨浜町観光協会会員）
＊＊
◆平成 16 年 10 月に町村合併により「湯梨浜町」が誕生し、同年
12 月に湯梨浜町観光協会が発足いたしました。
会員の皆様、関係団体の皆様にもご協力いただきながら、今年で
15 年目を迎えます。今後も町の自然・歴史・文化を活かした観光、
町づくり等の幅広い事業を展開すると共に、地域の観光情報を県
外に広く発信し、観光事業に地域経済の活性化推進に努力してま
いります。現在、19 団体会員、6 賛助会員、42 個人会員様にご支
援いただいておりますが、湯梨浜町のさらなる発展・充実を目指
し、会員様の増強を進めております。
当協会の目的をご理解いただき、“湯梨浜ファン”としてご協力い
ただきますよう宜しくお願いいたします。
協会 HP・フェイスブックへの情報掲載、観光客からの各種問合わ
せに対する会員紹介、テレビ・ラジオ・雑誌等による会員紹介、
月刊会報誌「ゆりはまにあ」の送付等をさせていただきます。
★お問合せ/お申込み★湯梨浜町観光協会（0858）35-4052

年
会
費

団体会員
賛助会員
個人会員

10,000円
2,000円
2,000円

ご応募ありがとうございました。
2 月 8 日（金）を持ちまして「ゆりはまにあ新春お年玉プレ
ゼントの応募を締切りました。希望賞品のハガキ１枚 1 枚に
番号を振り、別用紙に番号を記載した阿弥陀クジ（2019 年
の守り本尊である阿弥陀如来にちなんで）を作り、賞品提供
先の責任者に“魂を込めて”引いてもらいましたよ(*•ᗜ•ฅ*)
ハガキの紙質の違い（厚さなど）も関係なくハガキに触れな
い抽選です。当選者の皆さま、発送まで今しばらくお待ちく
ださいませ。そして、皆さまの「今年チャレンジしてみたい
こと」を紹介しちゃいます♪
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
収入 UP！！（北栄町/女性）お酒を楽しむ（湯梨浜町/女性）
大学生になること。進路が決まってないので（鳥取市/男性）
宝くじで 1 等を当てる（湯梨浜町/男性）ウォーキングして
みたい（湯梨浜町/女性）海外旅行（湯梨浜町/男性）アンパ
ンマンに会いに行く（湯梨浜町/女の子）ダイエットと美肌
計画（湯梨浜町/女性）手品（湯梨浜町/女性）健康で長生き
すること（倉吉市/女性）鳥取県の温泉めぐり（新温泉町/女
性）ダイエットに挑戦（北栄町/男性）今年も仕事一筋（湯梨
浜町/男性）東郷池一周を年間 20 回達成することを目指し
ます（鳥取市/男性）今年こそ湯梨浜の更なる魅力を探す
（鳥取市/女性）
「有言実行」という言葉のように、言葉に出
したり紙に書いたりすると意志が固くなり希望も叶いやす
くなるかもしれませんね。
皆さまのチャレンジが成功しますように◝(⑅•ᴗ•⑅)◜..°♡
★“あの地区でこんなことやってます” ”新しく〇〇はじめ
ました” ”この人凄いんです”などなど。町内のマニアック
なネタや、様々なジャンルの情報をお待ちしております。

