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会員募集中！！

■2008 年～2009 年、宇宙飛行士若田光一さんとともに宇宙を旅した桜の種から育っ
た「宇宙ひょうたん桜」の苗木が、高知県吾川郡仁淀川町（あがわぐんによどがわちょ
う）から山陰地方では初めて湯梨浜町に贈られ、2018 年 3 月 6 日（火）町内の松崎
地区桜コミュニティ施設（さくら工芸品工房駐車場前）に植樹されてから 1 年。
植樹当時は、来年の開花（2019 年春）は難しいのでは？と言われていましたが、
2019 年 3 月、ゆりはま宇宙桜の苗木から僅かながら 1 房 3 つの蕾がつき、花冷えも
手伝って 29 日ゆっくりと開花を迎えました。
桜の花言葉は「精神美」
「優美な女性」
「純潔」
。日本書紀や古事記などの書物にも登場
し、古くから日本人に愛され神の宿る木として崇拝されてきたようです。
湯梨浜町では、先月末（2019 年 3 月）に高知県仁淀川町を訪問した際、さらにもう
１本の宇宙ひょうたん桜の苗木と、元となった高知県の天然記念物である「ひょうたん桜」の苗木 1 本を譲り受け、桜コミュニ
ティ施設内に植樹しました。
「宇宙を旅したひょうたん桜の種（高知県仁淀川町）
」→「帰還し芽を出した宇宙ひょうたん桜（高知県仁淀川町）
」→「宇宙ひ
ょうたん桜の苗木をいただいたゆりはま宇宙桜（湯梨浜町）」名を変え、形を変え、それぞれの地で役割を果たし地域にしっか
りと根付いていくことでしょう。来年はいくつ開花するかな。

道の駅燕趙園★8 周年感謝祭

道の駅リニューアル
◆単に休憩するだけでなく、名産・特産・グルメなど地域の
特長を活かした「道の駅」は、ますます魅力を増しており、
旅には欠かすことの出来ないお楽しみスポットです。
現在全国には 1,145 ヵ所の「道の駅」があり、鳥取県には
17 ヵ所、湯梨浜町には 2 ヵ所（道の駅燕趙園/道の駅はわ
い）あります。そのうちの 1 つ「道の駅燕趙園」が、近隣施
設のリニューアルと共に 8 周年を記念して「道の駅燕趙園 8
周年感謝祭を開催します。

店内には、カラフルな中国雑貨や鳥取県の銘菓や特産品も豊富
で、湯梨浜町の加工グループによるこだわりの逸品も人気で
す。また、飲食コーナーでは東郷地区名産の二十世紀梨のピュ
ウレを使用した「梨ソフト」や、牛骨をベースにしたあっさり
スープとこだわり麺を使用した「牛骨ラーメン」も好評販売中
～♪

[開催日] 4/20(土)・４/21（日）
20(土)限定イベント
ご当地アイドル
★ミライノート★ミニライブ
めちゃカワ 11:00～/14:00～
CD、グッズ販売もあります。
★イノシシカレー試食販売★
鳥取県立
倉吉農業高等学校
★バルーンアート★
10:00～12:00
13:00～15:00
★新鮮！野菜市★
10:00～14:00
丸勝青果/JA 東郷女性部

両日イベント
★ふわふわバルーン★
10:00～15:00
★今どれ！さかな市★
10:00～売り切れ御免
泊定置網のピチピチ魚を販売
★特製中華スープ振舞い★
10:30～
★お買い物特典★
当日、道の駅燕趙園売店商品
1,000 円以上
お買い上げでミニバラを
プレゼントします。
その他★特産品を特価で販売！

中国庭園燕趙園で雑技ショーを観覧（入園料/大人 500
円 小人 200 円のみで観覧 OK）するも良し、お隣のゆ
アシス東郷龍鳳閣で日帰り温泉（中国風呂のみ利用 大
人 360 円 中人 310 円 小人 260 円 TEL0858-322622）を楽しむも良し。
両日とも盛りだくさんの内容で皆様のお越しをお待ち
しております♪ お得★トリパスで割引あり！！

イベントは
道の駅燕趙園の
店内で開催
【問合】中国庭園燕趙園
（0858）32-2180

春の

薬膳スイーツ教室

ウキウキな春をお菓子＆お茶で満喫

◆3 月 13 日（水）羽合分館にて、薬膳インストラクター/漢方養生指導士の湯村須奈紀さ
んを講師に「春の薬膳スイーツ教室」が開催されました。公民館イベントとして年４回開
催される人気の教室で、参加した 25 名は中国の長い歴史から伝わる伝統医学（中医学）
に基づいた今の季節にピッタリの春らしい 3 品のスイーツと 2 種類のお茶を作り、食材
の持つ効能や作用を勉強しながら会食しました。
麺棒で伸ばした食パンをカップに敷いて菜の花やベーコンの具材と共に卵液を流し入れ
て焼き上げる「菜の花とベーコンのパンキッシュ」は、気や血の流れをよくし精神の
安定に効果があり、白玉粉、ナツメの甘露煮汁、小麦粉、紅麹を混ぜたものをフライパンで焼いた”皮”に刻んだナツメの甘露煮
を混ぜた白あん＆いちごを包んで仕上げる「紅麹とイチゴ桜餅」は、のどの痛みをやわらげ、消化機能を整える効果があるとい
われています。その他、豆花風(ﾄｳﾌｧ)風豆乳プリン（腸の調子を整え、肌に活力を与える）
、桜茶（咳を静
め腸を潤す。リラックス効果）、黒豆茶（老化防止、むくみ改善）を美しく盛り付け♪
普段体に取り入れる食材一つ一つに意味があり効能があること、またそれらを組み合わせることによって
新たに生まれる健康効果も期待されるとか(*ˊᵕˋ*)
花嫁修業に一人で参加された方、お孫さんに作ってあげた
いとお仲間で参加された方など、幅広い年齢層が集まる中
に学びと交流があります。
公民館では、今後も“まちの先生”の協力を得ながら様々な
活動に取り組んでいかれます。
くりに
100 年以上続く伝統的な門前市/勝福寺境内(湯梨浜町長瀬)

相田市（さあたいち）

３/２１（日・祝）

◆3 月 21 日（木・春分の日）100 年以上の長い歴史のある
伝統的な門前市である相田市（さあたいち）が、勝福寺境内・
長瀬神社付近で開催されました。
古くは、農家の人々が冬の間に手作りした蓑や籠、種や苗、
ひょうたんなどの伝統工芸品の他、行商人が早朝より店を出す大変賑やかな市で、現在も地元から愛され親しまれています。
昔のような蓑や籠の店は見られませんが、雰囲気と伝統を守りながら現代に合った豚汁の振舞いやフリーマーケット、バルーン
アートにフラダンスなど幅広い年齢層が楽しむことができるようなお祭り内容になっています。
印象的だったのは、来場者に子どもの姿が多いこと。郷土愛を持ち、大人になっても楽しい記憶として残る「相田市」が 100 年
以上続いている理由の一つであると感じました。
むかし、むかしは江戸時代。天神川が羽合平野を通っていた頃、
一つの神像流れきて、さあたたんぼのすぐそばに ぽっかり浮か
んでいたそうな。神さん流れてこられたと、人びと拾って観音堂
に大事にしまってお祀りを欠かさず続けてしたそうだ。さあた田
んぼに来られた神は、田んぼの神だ。みのりの神だ。神社を建て
て祀らにゃならん。小さな社が建てられた。社が建ったら祭が始
まり、明治になって市になる。みの、かさ、からかさ、かなづち、
かま、くわ、びき、ざる、そうき、なえもの、なえ木 百姓市は賑
わった。それから百年こえる伝統が、続き、つづけた さあた市。

湖泉閣養生館/創業 135 周年記念イベント

火曜日＆土曜日は 泊 「朝市」開催 春のフンティ祭
◆春の天候不順に左右されながらも 4 月 8 日（月）泊漁港では今
シーズン初の定置網漁の水揚げが行われ、荷捌き所前から漁港職員
や地域の方と定置網船とまり丸の帰港を迎えました。
この日は、大漁とまではいかなかったものの量としてはまずまず
で、網にはクロマグロ、サクラマス、タラ、カワハギ、アンコウ、
タイ、スズキ、シロイカ、アオリイカ、テナシイカ、コウイカ、ア
ジ、ホウボウ、ハリセンボン、コノシロなどが入り、魚種や大きさ
毎に素早く選別し出荷の準備をしました。
今年度の朝市は週に 2 日開催決定！火曜日と土曜日 10：00～
泊漁港荷捌き所にて皆様のお越しをお待ちしております♪

～ご予約承り中～

◆フンティって一体何？フンティとは、そけい部に締
め付けのないストレスフリーの女性用下着のことで、
通称「女性用のふんどし」などとも呼ばれています。
最近ではオシャレで可愛いデザインのものも多くあり
隠れた人気アイテムとなっているようです。
情緒ある老舗宿 養生館でランチを楽しみながら、鳥取
県出身のシャンソン歌手柳井沙羅さんの歌とトークを
お楽しみください。当日フンティの即売もありますよ。

開催日 4 月 21 日（日）
11:30
12:00
12:45

受付
ランチ★アフターコーヒー付
フンティ講座

13:00

柳井沙羅シャンソンショー

（お申込・お問合せ）
湖泉閣養生館 （湯梨浜町引地 144）
0120-268105

伯耆国一ノ宮 倭文神社出土品「銅経筒（どうきょうづつ）」レプリカ展示
◆伯耆国一ノ宮倭文神社の南方向に位置する経塚は、祭神 下照姫命（シタテルヒメノミコト）の墓であるといわれておりまし
た。それがついに大正 4 年（1915）12 月に掘り起こされ、土の中からは銅経筒（平安時代/高 42cm）
・金銅観音菩薩立像（奈
良時代/高 21.5cm）
・銅造千手観音菩薩立像（平安時代/高 16.3cm）
・銅板線刻弥勒立像（平安時代/縦 12.5cm）･銅鏡・桧扇・
短刀･玉類・銅銭・漆器が出土しました。
「銅経筒」とは、経典を土の中に埋収する際に入れる容器のことで、全面には 15 行 236 文字の銘文が刻まれ、その中に「東
郷」という文字もありました。これらの内容からこの場所が「経塚」であることが明らかになったそうです。
平安時代後期、釈迦が説いた仏教の教えが廃れ、世の中が荒廃してしまうという末法思想が広まりました。そこで釈迦が亡くな
った 56 億 7 千年後、釈迦の化身である弥勒菩薩が現れ、人々を救ってくれるまで経典を埋納して保存する動きが広まりまし
た。銘文の中には、
「康和 5（1103）年 10 月 3 日」と埋納された日が刻まれています。
後にこれら出土品は一括して、大正 9 年（1920）国宝に
恒願補正釈願此所結岳僧伯五五釈
指定され、現在東京国立博物館に収蔵されています。
修我処偏迦以経昇縁上京耆十年迦
不生今知舎此巻沈親所尊国二芖大
また、経塚も昭和 10 年国の史跡に指定されました。
退生居者那功自必疎奉奉河載未使
今年は、銅経筒が国宝に指定されてからちょうど 100 年に
菩見都大成徳他定見埋供村也歳壬
なります。これを記念し、国宝である銅経筒から型を取り、
薩諸率覚
共値聞納養東今粗申
道普開遇群也如郷年依歳
行仏天
精巧に作られたレプリカを、連休に合わせて“伯耆国一ノ宮
場
及
辺
仏慈類願法御十文入
倭文神社”にて展示いたします。
自世下際成於之尊縦以経坐月籍寂
神社参拝と共に、900 余年の時を越えて先人たちが後の世
他世生智正一知之使此一一三勘日
法恒当満覚切見出雖書部宮日計本
に残した“想い”や“願い”に思いを馳せてみませんか。
界聞坐方一我仍世異写八大己年年
証法龍知切等記奉受供巻明酉序代
[展示期間]
(土)
（月･振休）
菩華花断法与此掘生養即神山二記
界衆而顕之之社御陰千康
提経樹
中生己
午前 9 時～午後 4 時
功辰前道
和
巳
転皆
[展示場所] 倭文神社社務所内
於共
无成
銅経筒に
(湯梨浜町宮内)
上仏
刻まれている銘文↑
道
輪
0858-32-1985

4/27

～5/6
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あの！
話題の！

タニタ監修 Café ippo ランチメニュー

4 月 17 日（水）提供開始

◆生活習慣病予防や、筋力やからだの健康維持のため、適度な運動や食生活においても
「健康」を意識している人の数は年々増加傾向にあるようです。
湯梨浜町でも、定期的にウォーキング教室やイベントを企画し、温泉・食・風景・歴史
と共に健康とまちの魅力発信に努めていますが、昨年１０月新たな試みとして、タニタのグループ会社で健康サービス事業を
展開する株式会社タニタヘルスリンクが鳥取県ならびに湯梨浜町と「ゆりはま食と健康のまちづくり事業に関する協定」を締
結しました。Café ippo ・ハワイアロハホール・総合相談センターどれみ・海の駅とまり元気海の町内４ヶ所に、自身の健康
情報を把握できる通信機能付きの「体組成計」や「血圧計」を設置。今後も幅広い世代に呼びかけ健康づくりのサポートをして
いきます。これらを活用した「ゆりはまヘルシークラブ」に入会すると、参加者には 1 日の歩数や消費カロリーが計測できる
活動量計を会員証として配布され、歩数や検診の受診、教室に参加するごとにポイントが付与され、一定のポイントがたまる
と景品と交換できちゃう“健康”になれて“お楽しみ”もあるという嬉しい特典がいっぱいです。只今★会員募集中！
詳細は↓↓↓こちらまでお問合せください。
「ゆりはまヘルシークラブ会員募集中！」湯梨浜町役場健康推進課 http://www.yurihama.jp/soshiki/9/10498.html
◆そして、4/17 (水)から町内７ヶ所のウォーキングステーシ
ョンのひとつ café ippo（湯梨浜町南谷）では、タニタ監修の
「一食 500kcal ヘルシーランチ」を提供します。
“ヘルシー”だと物足らないのでは？と思われがちですが、いえ
いえ(*ˊᗜˋ*)/そんなことはありません。
カロリーや塩分を抑えつつ野菜を大きくカットし、しっかりと噛
んで食材の甘みや香りを感じることで満腹感が得られ満足度もアップ！さらに、香草やスパイスを用いて栄養バランスを満たす
味付けなど調理方法を工夫。地元食材をふんだんに使用した手の込んだメニューとなっています。年齢や性別、活動量によって
必要なエネルギー量は違いますが、一食 500kcal は、一日のうちの”調整食”としてオススメなのだそうです。今後、Café ippo
では、季節に応じた新メニューも登場する予定です。
Café ippo ウェルネスウォーキング
みんなで健康食×ウォーキングで“げんき”になりましょう。
天気の良い日は、東郷湖を臨む
開催日/4 月 17 日（水）
・5 月 11 日（土）
参加者
テラス席でのお食事も
サワラのトマトソース煮
時間/受付 10:00 スタート 10:30
募集中
オススメです♪
◆
集合場所/Café ippo
コース/5.5ｋｍコース
ナスとみょうが
タニタ特製味噌
定員 20 名 ★定員を超えた場合は抽選とさせていただきます。
アーモンドの和え物
東郷湖産シジミのみそ汁
参加費/1,700 円（保険料・Café ippo サービス券・ハワイゆ～たうん
◆
◆
入浴券含）申し込み方法/電話・FAX・店頭にてお申込ください。
タケノコごろごろトロ～リ餡かけ
ごはん
★申込・問合★Café ippo
TEL＆FAX（0858）35-6161
のねばりっこ饅頭

はわい温泉・東郷温泉にご宿泊のお客様限定企画

たらの芽狩りバス運行中

4/2（火）～4/21（日）★まだ間に合う★
◆4 月 2 日（火）から運行開始となった「たらの芽狩り体験バ
ス」。期間中、はわい温泉・東郷温泉に宿泊すると、翌日高級食
材のたらの芽が“無料採り放題”バスに乗車できるスペシャルな
企画で、参加されたお客様より「空気は美味しい、景色は最高。
たらの芽はスーパーでしか見たことがなかったけれど実際に採
ってみて本当に楽しかった。また来年もはわい温泉に泊まりま
す」
「二人で協力して採ったので夫婦での会話が増えました」
な ど 、嬉 し い お 声 が 届 き ま し た 。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。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

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

の鳥取旅の必須アイテム！

トリパスでお得に周遊しよう
◆もはや鳥取旅の必須アイテム♪
トリパスを提示すると、提携施設で特典が
受けられてとってもお得！
バッグにもポケットにも入るコンパクト
サイズ（葉書サイズです）なので、持ち運
びにも便利ですよ。県内各案内所の連絡先
も記載してあるので、困ったら TEL。
親切丁寧にご案内いたします。そして、ス
タンプラリーにも参加して「とっとりの恵
みセット 5 種」を当てちゃおう。

い
エ
リ
ア
東
郷
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リ
ア

毎年旧暦 3 月 14 日と 15 日に行われる歴史ある供養です。
2 日間は大伝寺境内にはたくさんの露店も並び、とても賑
やかです。

[開催]4 月 18 日（木）ご供養 12:00 頃～20:00 頃
露店出店 12:00 頃～21:30 頃
４月 19 日（金） ご供養 9:00 頃～12:00 頃
露店出店 8:00 頃～12:00 頃
[会場・問合] 九品山大伝寺境内（湯梨浜町引地）
（0858）32-0954
「軽トラマルシェ in ぱにーに」

鳥取県内の女性農業者で結成された A－Nyoba（ええにょ
うば）主催の軽トラマルシェです。県内産の新鮮な野菜・果
※前日午後 5 時 30 分までに宿泊旅館へお
物・お米はもちろん全国の農業ネットワークでお取寄せし
申込ください。宿泊予約と同時予約も OK。
た珍しい作物も店頭に並びますよ。お買い物と足湯＋ラン
定員になり次第受付終了いたします。
チなど、最高のロケーションでとびっきりの時間をお楽し
◆問合わせ◆
みください♪
はわい温泉・
[開催]4 月 20 日（土）
0858-35-4052

わ

「九品山会式（くほんさんえしき）」

9：00～11：30

東郷温泉旅館組合

は

湯梨浜イベント情報

千年亭（はわい温泉4－62）日帰り入浴 大人1,000円→700円、小人500円→250円
ゆの宿彩香（はわい温泉4－74）施設内売店商品1割引 宿泊者以外もOK
羽衣（はわい温泉21－1）日帰り入浴 大人600円→500円、小人300円→100円
山本みやげ店（はわい温泉6－10）お土産品1割引（一部除く）、黒豆茶サービス
かねまさ・浜下商店道の駅はわい店（宇谷2343）お買い上げ金額から1割引
ハワイゆ～たうん（上浅津204－2）入浴料 大人360円→310円、
小人210円→160円、幼児100円→80円
国民宿舎水明荘（旭132）宿泊者 当日１回50分貸切風呂サービス
湖泉閣養生館（引地144）日帰り入浴 大人800円→600円、小人400円→300円
ゆアシス東郷龍鳳閣（引地560－7）入浴料・全館利用大人870円→800円、
中人620円→570円、小人410円→380円
中国庭園燕趙園（引地565－1）入園料2割引 大人500円→400円、小人200円→160円
道の駅燕趙園（引地563－1）梨ソフトクリーム50円引き

（問合）鳥取県観光連盟（0857）39－2111
https://www.tottori-guide.jp/
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

湯梨浜町 PR 大使 谷本耕治
★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♪
「人生相場」只今第一興商 DAM にて配信中！！
「桜散る/人生相場」 絶賛発売中です。
https://ameblo.jp/koji-tanimoto/

(問合) タニテツプロ合同会社
TEL/FAX 03-3361-3455

みんなで
谷本耕治さんを
応援しよう♪

[時間]11:00～14:00
[会場]ぱにーに湯梨浜店駐車場(湯梨浜町旭 27)
「伯耆国一ノ宮倭文神社例大祭」
倭文部の祖神である建葉槌命を主神とし、当地と関係の深
い下照姫命ら７柱をお祀りする伯耆国一ノ宮の例大祭で
す。お御輿や稚児行列もありますよ。
平成から令和へと御代替わりした初日である“例大祭”へ
ぜひ皆様でご参拝ください。

[開催]5 月 1 日（月）
[時間]10：00～神事 14:00 頃お神輿
[会場・問合]倭文神社境内（湯梨浜町宮内）
(0858)32－1985
**************************************

＜湯梨浜今後のイベント日程＞

※決定分のみ掲載しています。
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)
ホタルバス(宿泊者対象)6/8(土)～23(日)
第 31 回グラウンド・ゴルフ発祥地大会 6/8(土)･9(日)
第 20 回ハワイアンフェスティバル 2019 ハワイ in
ゆりはま 7/6(土)･7(日)
水郷祭 7/21(日)
とまり夏まつり 7/27(土)
第 14 回ジュニアグラウンド･ゴルフ発祥地大会 8/3(土)
中国庭園燕趙園花火 8/24(土)
第 19 回東郷湖ドラゴンカヌー大会 8/25(日)
第 41 回全国ベテラン卓球ゆりはま東郷大会 9/7(土)・8(日)
第 2 回 ONSEN・ガストロノミーウォーキング in
はわい温泉･東郷温泉 9/29(日)
第 6 回ゆりはま天女ウォーク 10/13(日)
湯梨浜の天女キャラクター
“ゆりりん”のマスコットが誕生しました。(タテ約１２cm)
梨色の髪に梨の花の髪飾り。
首元には、天女伝説に登場した夕顔
のレイをかけています。ふんわりと
した羽衣を身にまとい、キュートな
笑顔で皆に元気を届けますよ♪
購入方法は後日お知らせします。
(問合)湯梨浜町役場産業振興課
（0858）35-5382

