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２０１９年３月１０日発行

野花梅渓散策ツアー

http://www.yurihama-kankou.jp/

https://www.facebook.com/yurihamakannkou

湯梨浜町観光協会

会員募集中！！

平成 31 年 3 月 2 日（土）
～ 3 月 24 日（日）まで

◆湯梨浜町野花（のきょう）地区には、風光明媚な東郷湖や遠く日本海を望むことができる「野花梅渓」があります。
野花の梅は、昭和 15 年～16 年頃 湯梨浜町野花の果樹園で発見され、通常の梅よりも開花期が遅く結実も安定しており、大粒
で肉厚、豊後系のなかでも高品質であることが特長です。長年「野花豊後」の愛称で親しまれてきましたが、最近では「野花梅」
ブランドで発信し、お菓子や調味料などの加工品にも力を入れております。
収穫は６月初旬で、この頃の青梅は３～４ｃｍ 加工品によってはもっと大きく木で育てるものもあり、５ｃｍ以上の大玉も多
く、ピンポン玉サイズから卵サイズにもなるそうです。
花の満開を迎えるのは３月中旬頃で、湯梨浜町観光協会では、着地型観光プラン（参加者が現地集合、現地解散する観光）とし
て野花地区の農家さんとも協力し、平成 20 年 3 月より、
「野花梅渓散策プラン」を企画しています。開花期だけの限定企画であ
り、個人の農園を散策できるプレミアム感を、高台の梅林から望む美しい景色とセットでお楽しみください。

●団体様用● 20 名様以上～ 散策マップ＆梅加工品＋梅ドリンク
【料金】お一人様 330 円 所要時間/約 1 時間
※子ども料金はありません。お申込人数分のマップと梅加工品をお渡しします。
★道の駅燕趙園を出発し、梅渓までスタッフが同行いたします♪
【申込・問合】湯梨浜町観光協会 （0858）35－4052（0858）35－4701
団体名・希望日時・参加人数・ご連絡先等を FAX にてお申込ください。
折り返しご連絡差し上げます。
★お花見ウォーキング企画（ポールの貸出手配 OK）も大歓迎！トレッキングに
適したコースもあります。公民館行事等どうぞお気軽にご相談ください。

●個人様用● お一人様から OK ①②いずれかのプランをお選びください。

散策マップ＆梅加工品＋各施設のサービス付とってもお得なプランです。

①中国庭園燕趙園プラン

①ゆアシス東郷龍鳳閣プラン

【料金】お一人様 700 円 お得です！
（開園時間）9:00～17:00 中国雑技ショー毎日公演！9:30～/13:30～/15:00～
中国庭園燕趙園入園（雑技公演）と中国グッズ＋梅渓散策セット（梅の加工品）
チャイナドレスレンタルサービスもあります♪（大人 500 円/中学生以下 300 円）
【申込・問合】中国庭園燕趙園 （0858）32－2180
★基本的に予約は不要ですが、10 名様以上で来園される場合はご予約いただくと
スムーズです。
（梅加工品をご準備いたします）
【料金】お一人様 700 円 お得です！
（開園時間）10:00～21:30（水着エリアは 21:00 まで）
ゆアシス東郷龍鳳閣中国風呂入浴とタオルレンタル無料＋梅渓散策セット（梅の加工品）
２階のトレーニングルーム、休憩室もご利用 OK
【申込・問合】ゆアシス東郷龍鳳閣 （0858）32－3122
★基本的に予約は不要ですが、10 名様以上で来場される場合はご予約いただくと
スムーズです。
（梅加工品を準備いたします）

NEW●野花梅クッキー●
生地に完熟の野花梅シロップを練り込み、
爽やかな酸味のあるクッキーです。希望の
◆疲労回復に効果的な梅は、人々に元気や活力を与えてくれ
かたちやアイシングでアレンジも OK！
ます。“人の元気は町のげんき”をコンセプトに作り出された
お気軽にお問合せください。
大人気★げんき梅ブランド商品に続々と新商品が登場！
＜問合わせ＞マリコシュガー（㈲石沼）
＜げんき梅商品問合わせ＞湯梨浜町商工会(0858)32-0854
Tel 0858-35-4146
NEW●でっかいげんきを梅漬けにしました●
NEW●野花梅のリーフパイ● 冷蔵商品
大きな完熟の野花梅（直径約５㎝）をしそ漬けにし、
自家製パイに良く合うバタークリームと、完熟野花
げんきと美味しさを丸ごと一粒にとじ込めました。
梅で作った梅ジャムをはさみ、しっかりと梅の味と
刻んでお料理に♪丸ごとかぶりついても、野花梅の
香りを出しています。ザラメがアクセント♪
味をしっかり感じる逸品です。
食感も楽しいパイ菓子です。
＜問合わせ＞菓子工房シェル・ブール Tel 0858-35-5355
＜問合わせ＞ぱにーに湯梨浜店 Tel 0858-24-4722

げんき梅商品 続々と開発中です！

泊漁港 ワカメの収穫体験
湯梨浜町立泊小学校 総合的な学習
◆2 月 18 日（月）湯梨浜町泊 荷捌き所前にて地元泊
小学校 3 年生による「ワカメの収穫体験」が行われ
ました。この養殖ワカメは、昨年 12 月 13 日に児童が種付
けしたもので、浮き玉をつけて水深を保った海の中のロープ
（種付けしたもの）は、わずか 2 ヶ月の間に水温・光・海水
の流れや栄養のある泊の海ですくすくと成長していました。
。

色はどうか、触った感じはどうか、どのようにして成長するの
かをしっかりと観察しながら、持参したハサミで根の部分から
カットしていきました。
「こっちのすごく長いよ」「私は小さいのがいいな」「あぁ、手
が冷たい！」それでもまだまだ終われません。持ってきた袋は
アッという間にワカメでいっぱいになり、先生から「みんな、
歩いて持って帰るのを忘れないでね」
大収穫！
という声掛けで「あ、そうだった」と
頑張って
持って帰るぞ～
我に返るほどでした◟(๐´з`)◞
入り江の先から
陸に引き上げ。
収獲しやすいよう
残りのワカメは漁師が全て刈り取り、コン
シートの上へ。
お、重い！手伝って
ワカメのロープを
テナに入れて学校へ。無事全校生徒
小船で運びます。
くれ～い。
各家庭に行き渡ったようです。
でっかい
児童は、漁協職員からの「収穫の仕方や注意事項」をしっかり 地域に密着した様々な体験により、めかぶ GET!
と頭に入れ、いよいよ収穫です。大きく成長したワカメを目の 豊かな海の恵みが“泊っ子”により
当たりにし「わぁー、大きい！これ僕らが付けたやつだよな？」 また一つ未来へ繋がっていきました。

山陰民法テレビ局３局合同企画
（山陰放送・日本海テレビ・山陰中央テレビ）

「テレビってザワザワキャンペーン」
BSS 山陰放送企画に友情？出演
◆一昨年、昨年に引き続き、山陰放送・日本海テレビ
・山陰中央テレビの民放テレビ局３局で「テレビってザワザワ
キャンペーン」を実施。各局が独自のアイデアで、今年
のテーマである感謝をテーマにした面白 CM を３種類
ずつ制作し、２月８日（金）～２月 28 日（木）までの
期間中、視聴者の WEB 投票にてグランプリが決定する
ものです。
本編 CM には残念ながら出演していませんが、
普段テレビを見ている私達をはじめ、なるべく多く
の一般の方にも「感謝」の気持ちを伝えて欲しいと
いう BSS 山陰放送の企画に賛同。湯梨浜町バージョン
として、
「はわい温泉へお越しのお客様へ感謝♪」
「東郷湖の自然の恵みに感謝！蜆最高！」
「マハロ～
ハワイとの絆に感謝」
「家族に感謝」
などなど、感謝のメッセージを紙
に書き、写真撮影をしました。
この様子は、3 月 2 日（土）グラン
プリ発表の放送時にメイキング映像
としてながれました。

鳥取県農業女子 A-Nyova

橋津歴史塾勉強会
◆その昔、水運・海運の重要拠点として
繁栄していた湯梨浜町橋津地区。
地域に誇りや愛郷心を持ち、橋津の重要
な歴史や文化財・魅力を多くの人に伝え
ていくため、平成 16 年有志数名による「橋津歴史塾」が発足
しました。町内各地から集まったメンバーは、自主勉強だけで
なく講師を招いた研修など月に 1 回の勉強会を開いていま
す。3 月 23 日（土）の勉強会には、伯耆国一ノ宮倭文神社の
米原宮司を招き、神社の歴史・由緒・ご祭神・国宝、さらには
米原右京大夫平吉幸（よねはらうきょうたいうたいらのよし
ゆき）が慶長 5 年に受けた後陽成天皇（ごようぜいてんのう）
の薄墨（うすずみ）の綸旨（りんじ）についてのお話もあり、
普段聞くことのない内容は大変興味深いものでした。
今後も、まちの歴史・文化についての幅広い知識を習得し、自
身の経験を活かしながら“活動の場”をつくり、多くの人に
まちの魅力を伝えられる
よう努めていかれ
ます。

（ええにょうば）

第２回 軽トラマルシェ in ぱにーに
◆３月３日（日）鳥取県内の女性農業者で結成された A-Nyova（ええにょうば/鳥取県の方言で「良い
女(おんなの子)」
）主催の「第２回軽トラマルシェ」が、ぱにーに湯梨浜店駐車場にて開催され、店内で
パンやランチ、足湯を楽しむお客様も、鳥取県のええにょうばとの交流や買い物を楽しんでおられました。この日マルシェに
並んだ商品は、鳥取県産の新鮮な野菜や果物・お米はもちろん県外で活躍する農業女子とのネットワークを活かした珍しい野
菜！お揃いのブルーのつなぎコスチュームで、自身が作ったこだわりの農作物を販売しました。オシャレな木箱に並べられた
野菜たち。手書きの可愛いポップにも目が留まります♪
食卓が華やぐ彩り豊かなスイスチャード、長めの茎に脇芽付きのブロッコ
リー、
「ほら、茎も美味しいでしょ。美味しく食べられる部分はみんな付け
てお客様へ届けたいんです」何だかお徳感と愛がいっぱいです♪
今後も農業だけでなく、地域とも連携しながら幅広く活躍する農業女子か
ら目が離せません(♫′౪‵) 次回「第３回軽トラマルシェ」は 4 月 20 日（土）
ぱにーに湯梨浜店駐車場で開催予定です。皆さん、お楽しみに！

山菜ファン必見！
はわい温泉・東郷温泉 山菜の王様「たらの芽」狩り体験バス
ご宿泊のお客様
限定企画
4/2（火）～4/21（日）★期間中毎日運行★ （雨天中止）
◆寒い冬が終わり、春の訪れとともに木々が芽吹き、山では山菜のシーズンを迎えます。
中でも人気なのが、ほのかな苦味やもっちりとした食感の「たらの芽」
。
4 月 2 日（火）～4 月 21 日（日）までの期間中、はわい温泉・東郷温泉に宿泊すると翌日の
お楽しみプランとして山菜の王様「たらの芽」狩り体験バスに無料で参加できる贅沢でスペ
シャルな企画をご用意いたしました。
鳥取県中部の山主のご協力により実現したもので、大自然あふれる中で、なんと！高級食材
であるたらの芽が採り放題なのです。Σ(ﾟ□ ﾟ(ﾟ□ ﾟ*)ﾅﾆｰｯ!!
ご自分で収穫したたらの芽は、ご自宅用はもちろんお土産にも喜ばれること間違いなし。
はわい温泉・東郷温泉を満喫し、今しか味わえない旬の山菜、春を感じる感動を味わってみませんか。

＜1 日定員＞22 名 9：00～11：30

山菜王の徳岡さん

木
に
は
ト
ゲ
が
あ
る
よ
！

※前日午後 5 時 30 分までに宿泊旅館へお申込ください。
宿泊予約と同時予約も OK。定員になり次第受付終了いたします。

9:00 はわい温泉千年亭出発 → 現地 →11:30 頃各旅館到着

●収穫地は、大切に管理されている個人所有の山です。参加者以外の立入は
できません。摘み取る部位、樹木を傷つけないなどマナーを守り、安全に楽
しく収穫しましょう。
●主催旅行ではありません。長袖、長ズボンでお越しください。長靴・軍手、
袋等は現地で準備いたします。現地でのケガ等には十分にご注意ください。

★はわい温泉のお宿★宿泊予約と同時予約も OK
望湖楼 0858-35-2221 ゆの宿彩香 0858-35-3311 千年亭 0858-35-3731
羽衣 0858-35-3621

水郷 0858-35-3521

別館湯乃島 0858-35-2201

翠泉 0858‐35-2200 東郷館 0858-35-2010 民宿鯉の湯 0858-35-3226
ビジネスホテル山本 0858-35-4141

★東郷温泉のお宿★宿泊予約と同時予約 OK
湖泉閣 養生館 0858-32-0111
国民宿舎水明荘 0858-32-0411

はわい温泉・東郷温泉旅館組合
0858-35-4052

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
毎月
第４木曜日は
ゆるりんの日！

みんなの食堂

「ゆるりん」 がスタートします！

初回は３/２８(木)１６：００～２０：００

◆2018 年 11 月 5 日、湯梨浜町松崎の旧 A コープ跡地に買い物施設や
食堂、団らんの場としてのオープンした「多世代交流センターゆるりん館」
。
館内には、生鮮食品や日用品、地元店のお惣菜やパンが人気の「ゆるりんマート」
、たまごかけ
ご飯や大山鶏や豚を使用した丼ぶりやうどんが食べられる「ゆるりん食堂」
、無料で楽しめる卓
球やスクリーンを使ってスポーツ観戦、レンタルスペースにも使用できる「ゆるりん広場」
、教
室や集会・団らんスペースの「ゆるりん和室」
、防音設備の整ったカラオケルームの「ゆるカラ」
が設けられています。オープン以来、ゆるりん市、集会やハートフルコンサート、まちの保健
室など様々なイベントを開催してきましたが、新たな試みとして 3 月 28 日(木)を初回に「み
んなの食堂 ゆるりん」がスタートします。
栄養満点の温かいごはんを低料金にて提供。小さいお子さんからお年
寄りまで、幅広い世代の人たちがワイワイ・ガヤガヤ自由に楽しく
過ごすことができる居場所であり、利用者同士、食堂ボランティア
同士の出会いや交流など、地域ぐるみで皆を見守る活動の中で、新し
い可能性を生み出していきたいと願っています。
★食材の提供、調理他ボランティアさんも随時募集中。皆さまの温かいご協力
をよろしくお願いいたします。

ゆるりん食堂ランチメニュー

こんなの、あります！

※ランチメニューです。みんなの食堂「ゆるりん」メニューではありません。

など
450 円

500 円

500 円

650 円

650 円

初回は 3/28（木）16:00～20:00
(料
金) 子ども 100 円
大人 400 円（高校生以上）
(場
所) ゆるりん館
湯梨浜町中興寺 400‐3
(主
催) みんなの食堂運営委員会
(問合わせ) 湯梨浜まちづくり(株)
(0858)48－6210

650 円

500 円

50 円

650 円

毎月第４木曜日開催

大人気！
たまごかけご飯
350 円
(おかわり自由 500 円)

カレー

普通
辛口

650 円

ドリンクメニュー
もあるよ♪

ゆるりん食堂ランチメニュー11:00～14:00（Lo/13:45）
ドリンクメニュー10:00～19:00 （1 杯 100 円）
※入り口レジにてお支払いください。食券をお渡しします。

今年も美味しくてジューシーないちごができました。
いちご狩りの良さは、食べたいいちごを自分で選んで味わ
うことができる、まさにプレミアム空間(◍•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～♪♪
★いちごの成熟具合により閉園することがあります。必ず事前予約をしてお出掛けください。

松山農園 湯梨浜町原 870 予約制 080-5893-2725
小林農園 湯梨浜町原 1074-1 予約制 080-1907-7058
【時間】10:00～16:30 頃【品種】あきひめ
【時間】9:00～16:30 頃 【品種】あきひめ・とっておき
【料金】大人 2,000 円 ※小人料金なし 2 歳以下無料
【料金】大人 2,000 円/小人 1,000 円（３歳～小学生）
ハウス内 30 分食べ放題 ギフト・全国発送も承り中。
◆ハウス内 30 分食べ放題 新発売！いちごのドライフルー
ツ・ゆりはまアイス（いちご）他、ギフト・全国発送も承り中。 ドッグラン有(自己責任でお願します)、ワンちゃんと一緒にお出
掛け OK ですよ。 http://strawberrycity.web.fc2.com/
http://www.tottori-shinyuki.com/html/ichigogari.html
★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、口の中で広がる香
りと果汁がたまらない。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♪
★雨の心配もなし。ハウスの中は約 25 度で 温かく、摘みやすい位置にありますので腰を痛めることもありません。

＜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。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

農業で住みます芸人 in 湯梨浜
加藤アプリ ～みなさん本当にありがとう～
湯梨浜町の皆さまどうも！加藤アプリですぅ！
お世話になってますぅ！いやぁ、とうとうこの日がやって来てし
まいましたねぇ・・・。
農業で住みます芸人として 2017 年 4 月から 2 年間にわたって湯
梨浜町を PR してきましたが、今月の 3 月 31 日（日）をもって湯
梨浜町を卒業する事となりました。
二十世紀も
被ることも無いと思うと寂しぃですな。湯梨浜の”
ゆ”の字も知らないあたくしに、沢山の方々が優しく声を掛けてく
れました。この湯梨浜の地で、人として大きく成長させていただ
き皆さまには大変感謝しております。
湯梨浜は第二のふるさと、またいつかここに来た時には「おかえ
り」と声を掛けてくださいね。
まぁ、殆どの人が「何しに来た？」と言いそうではありますが。
最後に皆さまに・・・ありが東郷！！
また FRESH にお会いしましょう～。

湯梨浜イベント情報
「相田市（さあたいち」
100 年以上の歴史を持つ伝統的な門前市。種苗や野菜など
昔ながらの出店や露店が立ち並ぶ賑やかな朝市です。

[開催]3 月 21 日（木・祝）
[時間]8:30～12:00
[会場]勝福寺境内（湯梨浜町はわい長瀬）
「さくら工芸品工房さくら祭り」
桜のトンネルを抜けると小高い丘の上には旧さくら小学校
跡地を使用したさくら工芸品工房。パステルアート、染物･
木工などの体験、展示のほかフリーマーケットも出店。
昨年植樹した「ゆりはま宇宙桜」は開花するのかな～♪

[開催]3 月 30 日（土）・31 日（日）
[時間]11:00～16:00
[会場]さくら工芸品工房
[問合]パステル和アートスマイル 090-7132-5567
カフェアチェリーノ 070-2367-1183
**************************************

＜湯梨浜今後のイベント日程＞

※決定分のみ掲載しています。
いちご狩り開園/小林農園 3/9(土)～6 月中旬
いちご狩り開園/松山農園 3/16(土)～6 月中旬
九品山会式 4/18(木)･19(金)
伯耆国一ノ宮倭文神社例大祭 5/１(水)
グラウンド・ゴルフ YURIHAMA2019 国際大会
5/24(金)･25(土)
第 25 回中華コスプレ大会 5/25(土)･26 日(日)
★加藤アプリさんの農業や町内外での活動の様子が
ホタルバス(宿泊者対象)6/8(土)～23(日)
更新されるブログとツイッターはコチラ↓↓↓
第 31 回グラウンド・ゴルフ発祥地大会 6/8(土)･9(日)
https://twitter.com/bat_ten23
第 20 回ハワイアンフェスティバル 2019 ハワイ in
http://agriculture.yoshimoto.co.jp/yurihama/
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ ゆりはま 7/6(土)･7(日)
日本のはわいアロハカーニバル 2019 7/6(土)～終未定
水郷祭 7/21(日)
第 14 回ジュニアグラウンド･ゴルフ発祥地大会 8/3(土)
★湯梨浜町出身歌手谷本耕治さん 全国で活動中！
中国庭園燕趙園花火 8/24(土)
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♪
第 19 回東郷湖ドラゴンカヌー大会 8/25(日)
「人生相場」只今第一興商 DAM にて配信中！！
第 41 回全国ベテラン卓球ゆりはま東郷大会 9/7(土)・8(日)
みんなで谷本耕治さんを応援しよう。
第 2 回 ONSEN・ガストロノミーウォーキング in
「桜散る/人生相場」 絶賛発売中！！
はわい温泉･東郷温泉 9/29(日)
https://ameblo.jp/koji-tanimoto/
第 6 回ゆりはま天女ウォーク 10/13(日)

湯梨浜町 PR 大使 谷本耕治

(問合) タニテツプロ合同会社 TEL/FAX 03-3361-3455

