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湯梨浜町観光協会

会員募集中！！

湯梨浜町観光ガイドの会

第２回 ONSEN ガストロノミーウォーキング湯梨浜町 はわい温泉・東郷温泉
■昨年 11 月に湯梨浜町で初めて開催され、大変好評だった ONSEN・ガストロノミー
ウォーキング。今年は 9 月 29 日（日）中国庭園燕趙園をメイン会場に、パワーアッ
プして「第 2 回 ONSEN ガストロノミーウォーキング湯梨浜町はわい温泉・東郷温泉」
が開催されました。
ONSEN・ガストロノミーツーリズムとは、その土地ならではの食や自然・文化を楽し
む旅のことで、現在このウォーキングイベントは全国各地の温泉地で開催されており、
大変人気があります。
今年は、はわい温泉・東郷温泉でも昨年を上回る 306 名の参加者があり「めぐって」
「たべて」「つかって」魅力いっぱいの湯梨浜町を満喫していただきました。
地元を盛り上げようと、町内各グループがボランティアとして協力するなか湯梨浜町
観光ガイドの会も、司会・遊覧船誘導・マイクロバス誘導・遊覧船ガイド・四ツ手網
歓迎セレモニーでのフラダンス
ガイド・宮戸弁天ガイドなど各ポイントでおもてなしを担当し、参加者の皆さまに町
の歴史や文化に触れていただくことができました。
移動の遊覧船では、普段なかなか間近に見ることができない源泉や水鳥たちに大興奮。
その昔、東郷湖を定期船が行き来していた頃に思いを馳せながら、湖上から眺める景
色と共にゆったりと流れる贅沢な時間を楽しんでいただきました。今年、新たにお楽
しみポイントになったのは、伯耆国一ノ宮の七弁天の一つとして古くから信仰を集めて
いる宮戸弁天。今は湖畔の道路と陸続きになっています
が、昔は独立した小島で、倭文神社のご祭神である下照
姫命の使いである白蛇がこの弁天島から湖を渡り、対岸
の小島を往復していたといわれ、この小島にはお湯が
湧いていたので「龍の湯の島」で「龍湯島」、後に現在の 参加者のうち約 100 名は遊覧船を
「龍島（りゅうとう/湯梨浜町龍島）」になったと言われ 利用されました♪
ています。
宮戸弁天で参拝＆おみくじ こちらでは伯耆国一ノ宮でご祈祷を受けた「おみくじ」を準備し、参拝と共におみくじをひいて
いただきました。神からのお告げに盛り上がる皆さん(*ˊᵕˋ*)
海外からのお客様も「OH!!DAIKICHI」と歓喜のご様子♪良いことがありますように。
こうして弁天様のパワーを授かり、気持ちを新たに次のおもてなしポイントである出雲山展望台
を目指して行かれました。
東郷湖で捕れた大粒のシジミを使ったお吸物、鳥取県中部の
ソウルフードいぎすや地酒のおもてなしから始まり、新鮮な
シイラを使用した貝殻フィッシュバーガー、鳥取和牛の串焼
き、ベニズワイガニ・牛骨ラーメンなどなど♪ゴール後は、
スポーツ親善大使 白石みき 中国庭園燕趙園の散策や温泉入浴で疲れを癒す。参加者それ
さんの乾杯でスタート♪
ぞれに湯梨浜の旬味と歴史・文化・温泉を心ゆくまで堪能し
ていただきました。ONSEN ガストロノミーウォーキングは、健康づくりだけでなく郷土料
理や地酒など旬菜を楽しみながらめぐる新しいウォーキング企画として人気を博し、
鳥取県内では 2020 年 3 月に「ONSEN・ガストロノミーウォーキング倉吉関金温泉」が
はわい温泉広場では
開催予定です。詳しくはコチラの HP をご覧下さい→https://onsen-gastronomy.com/
旅館のおかみによるおもてなし
さあ、次は関金温泉で会いましょう。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

東郷湖の風物詩 四ツ手網

◆9 月 29 日に開催された第２回 ONSEN ガストロノミーウォーキング湯
梨浜町 はわい温泉･東郷温泉開催を控え、多くの方に在りし日の東郷湖の
風景を思い描いていただけるよう開催日の 2 日前、四ツ手網の取り付け作業が行われました。いったい何年ぶりでしょう。
昭和初期、一辺が約 9m ある網の四隅に竹を張ったものを湖岸の小屋の中にある滑車で上げ下げし、エビ･シラウオ･コブナな
どを捕る「四ツ手網漁」が大変盛んで、橋津川河口から東郷湖口まで約 60
の網小屋が設置され、船の航行が困難なほどだったそうです。
現在の四ツ手網は、2016 年 10 月の鳥取県中部地震から 1 年 5 ヶ月後に建
てられたもので、支柱には丈夫で錆にも強い鉄骨が使用され、以前のものと
比べて耐久年数も期待できます。また、昔の面影を今に伝えるため当時と
同じ木材を使用するなどのこだわりも見られます。今後もイベント等では
網を張り、東郷湖の風物詩として PR できるよう努めてまいります。
＊

◆コウノトリ情報◆

みんなで見守りましょう

■今年の 4 月から町内でコウノトリが目撃されており、町での見守りを呼びかけていますが、
また新たな情報が入ってきました。
「〇〇の田んぼに毎朝 7 時頃鶴みたいな大きい鳥が 4 羽おるでー。あれはコウノトリだらー
やぁ」これはコウノトリウォッチャーとしてぜひ確認したい！(･Θ･ゞ) ということで、
翌朝情報があった辺りに行ってみました。すると、田んぼのはでかけの前にひときわ目立
つ大きな鳥が( ﾟдﾟ) それも３羽が整列しているかのように一定間隔で同じ方向を向いて
います。もっとよく見てみたい。持参した双眼鏡を覗いてみますと、明らかにサギとは違う、
大きくて美しいコウノトリでした。
３羽、いいえ少し離れた場所にもう１羽 合計４羽いるではありませんか。
コウノトリは警戒心が強いため、しっかりと距離をとって観察していましたが、やがて向こ
うからこちらへ近づいてきました。人が道を歩くかのように田んぼのあぜ道から農道へ。
道路脇のバッタをついばみながら３羽仲良く歩いていきました。何とも愛らしいうしろ姿♪「そんな道路を歩いていたら、車が
通るのに」とソワソワしながら見守っていると、案の定後ろから軽トラックが勢いよく走ってきました。
稲刈りシーズン真っ只中、朝７時とはいえ米農家さんにとっては涼しいうちに作業を始めたいもの。軽トラックの男性は真っ直
ぐコウノトリのすぐ側まで進んで行かれました。このまま車を走らせて追い払うのか？？ソワソワがハラハラに変わりました。
軽トラックの男性はすぐ隣にいるコウノトリに驚き一旦停止、優しい微笑みでしばし観察され
た後、バックして別の道から迂回し、コウノトリの進行方向先のご自身の田んぼへ行かれたの
です。
「この人すごい」思わず心の声が出てしまうほど、小さな気遣いに心がじーんと温かくな
る瞬間でした。その後、兵庫県立コウノトリの郷公園にも情報提供し、町内の協力者にもよりつ
いに４羽の足環が確認できたのです。なんとこの４羽は兄弟であることが判明。
〇Ｊ0253：2019/5/5 鳥取県鳥取市電波塔巣生まれオス
兵庫県立コウノトリの郷公園 HP
〇Ｊ0254：2019/5/5 鳥取県鳥取市電波塔巣生まれメス
http://www.stork.uhyogo.ac.jp
〇Ｊ0255：2019/5/5 鳥取県鳥取市電波塔巣生まれオス
/park_intro/
★足環カタログも確認できます。
〇Ｊ0256：2019/5/5 鳥取県鳥取市電波塔巣生まれオス
コウノトリの郷公園の情報によりますと、JO254 メスと
Ｊ0255 オスは 8 月に山口県で目撃情報があり、その後湯梨浜町に飛来したようです。
背伸びしたり、じゃれ合ったり、兄弟そろってウォーキングしたり(*･ᴗ･*)湯梨浜町を楽しんで
くれたようです。その後、4 羽の兄弟のうち 3 羽が出雲市にいるとのニュース。
環境の良い場所を求めてただ今各地を視察中なのでしょうか？
今後も、まちで温かく見守ることができるよう引き続き皆さまのご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

令和元年度湯梨浜町観光ガイド養成講座 開講式＆研修
◆町の歴史や伝統文化、自然景観などを地域住民などが観光客等に案内する「観光ガイド」活動が全国的に
盛んになっています。湯梨浜町でも、より多くの皆さまにまちの魅力を知っていただくため、平成 26 年 3 月
より観光ガイド活動を展開し、現在 20 名のメンバーが登録され活躍しています。
今年度も、既存ガイドメンバーのスキルアップと、新たにガイドを希望される方を対象に、6 回のプログラムで
ガイド養成講座を開催します。ガイド活動は、県内外からのガイド依頼の対応だけでなく、自分自身の生涯学習や生きがいづく
りにもつながり、地域の活性化や交流にも大きな役割を果たしています。
10 月 18 日（金）湯梨浜町観光ガイド養成講座開講式が
行われました。ガイドの会 田渕喜之会長から、ガイドの
会についての活動内容や、養成講座での学びは知識が増え
るだけではなく、様々な人との関わりが必ず自身の生活や
仕事に良い影響を与えるということを話されました。
その後、湯梨浜町歴史民俗資料館に移動し「資料館ガイド
案内テキスト」を元に、実際に資料館のガイドができる
よう展示物とテキストを照らし合わせながら研修しました。
湯梨浜町羽合歴史民俗資料館は、昭和 59 年に開館したもので展示物の 9 割が長瀬高浜遺跡の出土品、残りの１割が橋津古墳群
の出土品です。
昭和 49 年現在の湯梨浜町長瀬地区の国道 9 号線のバイパス工事を進めていたところ、厚さ約 6ｍもの砂の下からひとかけらの
土器片が見つかり、砂丘地に営まれた大集落「長瀬高浜遺跡」が発見されました。
それから後、昭和 52 年より 7 年間かけて約 5 万㎡にも及ぶ発掘調査が行われ、古代史を考える上で大変貴重な資料が多数発
掘され、弥生時代の始め頃から室町時代までの約 1800 年もの間に営まれた大規模な遺跡であることがわかったのです。
現在では年々来館者が減り、忘れ去られている現状の羽合歴
[ガイド日]毎月最終日曜日 ★申込不要★
史民俗資料館 ε-꒰(´･ε･̥ˋ๑ )꒱。
[時
間]13:00～16:00
実はスゴイ資料がたくさん！もっと多くの人に知って欲しい
[入 館 料]大人（高校生以上）100 円/小･中学生 50 円
という思いから、湯梨浜町観光ガイドの会も協力し毎月最終
20 名以上は団体料金 一人 20 円引き
日曜日の 13:00～16:00 まで、入館者を対象に展示説明（ガ
★随時案内をいたします。
イド料は無料）を行っています。展示説明日以外でも、館内は
[問合わせ]湯梨浜町生涯学習･人権推進課（0858）35-5367
ご覧いただけますので左記までお問合せください

ゆりはまアイスを湯梨浜で作りたい！

～食のみやこ鳥取県を目指して～

◆平成 24 年 4 月、地元湯梨浜町の生産者が集まり、自分たちが手がけた素材や特産物を
使ったオリジナルのアイスを作り、町の魅力発信をするため「ゆりはまを愛すプロジェク
ト」を結成しました。
初年度には、ゆりはまアイス販売店舗のスタンプラリーで賞品がもらえる「ぐるりんピッ
ク」
、2 年目には学生にもゆりはまアイスを広く知っていただくため町内の保育園・小・中
学校の学校給食へ提供。4 年目には”全ての愛を深める町ゆりはま”をコンセプトに「アイ
ス de 愛して ALOHA な恋活」イベントを開催。
3 年目と 5 年目には「新作アイス発表会」など、町内外のイベント出店と平行して売上げ
をのばしつつ、町のＰＲに努めています。
結成当初からアイス製造にあたり、小ロットでも対応可能な製造元が県内には無く、メン
バーがそれぞれアイスの原材料となる素材を県外の製造元へ送り発注しているのですが、
運賃や生産にかかる費用の値上がり等は、これからますます懸念される問題の一つです。
何とか県内でアイスを作ることができないかと思索していたところ、湯梨浜町でオリジナ
ルジェラートの製造販売の他、ランチ・カフェメニュー、青果店を営まれる「アロハカフ
ェ」（道の駅はわい内）のご協力により、地元湯梨
浜町内で製造できる可能性が出てきたのです。
素材の良さを活かし、品質を保持することはもちろん、
さらに小ロットでの製造が実現することができれば、在庫を多く抱えることもなく生産
者と製造元とのレスポンスもスムーズに柔軟な対応が可能となります。
早速、ゆりはまを愛すプロジェクトメンバーと事務局、アロハカフェが協議し、生産者
の思いを受け、ついにアイスの試作をしていただくことになりました。
アロハカフェは果実の取扱いもされており、店舗で販売されるジェラートは超人気♪
旬の味を知っているからこそできるコラボ”新しいゆりはまアイス”に期待が高まりま
す。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
＊

湯梨浜まちゼミ はじまる

ウォーキングスタンプラリー

◆お店の人が教えてくれる、得する街のゼミ
ナール通称「まちゼミ」は平成 14 年愛知県
岡崎市で始まり、
2019 年 10 月現在全国 374
地域で行われますます人気が高まっていま
す。
今年で 3 年目となる湯梨浜町でも「つくる」「たべる」「ま
なぶ」「きれい」「健康」のジャンル別に 34 店舗 39 のま
ちゼミが行われています。何かを始めるきっかけはどこに隠
れているのかわかりません。
気になるゼミがありましたら、まずはお問い合わせ下さい。
チラシは湯梨浜町商工会他、各所に配布。
＜まちゼミ期間＞10 月 10 日（木）～11 月 10 日（日）
＜問合わせ＞湯梨浜町商工会（0858）32-0854

まだまだ

月 1 日（日）
応募受付中！（期間）9
～11 月 30 日（土）

◆湯梨浜町内を歩いて応募しよう！
ウォーキングスタンプラリーコース内の
「謎解き協力店舗」に表示されている文字
を書いて応募すると、はわい温泉東郷温泉
ペア
宿泊券やげんき梅ギフトセットや東郷湖
産シジミなど抽選で素敵な賞品が当たり
ます。宿泊証明印、スタンプのないものは無効となりますので
ご注意ください。コースは 2 種類ありますよ。
風光明媚な東郷湖畔をウォーキングして深まる秋の自然をお
楽しみ下さい。
＜問合＞湯梨浜町商工会（0858）32-0854

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

ゆるりん食堂 LUNCH

＊

MENU リニューアルオープン

食堂は木曜日休

◆2018 年 11 月に湯梨浜町松崎の旧 A コープ跡地に買い物施設や食堂・団らんの場としてオープンした「多世代交流センター
ゆるりん館」のゆるりん食堂がリニューアルオープンしました。
ランチメニューには、オープンから親しまれてきた“たまごかけご飯”はそのままに 新たに”ゆるりん御膳”が登場しました。
ゆるりん御膳 700 円（税別）
※10 月末までこのお値段♪
（ある日のメニュー）
角煮、卵焼き、冷奴、漬け物３種、
サーモンとイカの手まり寿司、イワ
シ団子、白和え、鰹のたたき、デザ
ート、ご飯、豚汁
※季節によって料理内容が変わります。

たまごかけごはん 350 円（税別）
おかわり自由
500 円（税別）
大人気の TKG♪あったかごはんに卵
をオン！お好きな食べ方でどうぞ♪

たくさんの小鉢(*ˊᵕˋ*)、見た目も華やかでボリューミーな御膳
は、季節の食材を使用し飽きのこない美味しさです。
これだけのお料理が、今月いっぱいまで 700 円＜税別＞
この機会にぜひお出掛けください。
※来月以降の価格設定は下記までお問合せ下さい。
＜多世代交流センターゆるりん館＞
営業時間 10:00～19:00
ラ ン チ 11:00～14:00
◆食堂・買い物・カラオケ・レンルスペ
ース（和室）
・集会パブリックビューイ
ングスペース・足湯など
湯梨浜町中興寺 400－3（0858）32－2539

羽合倶楽部 望湖楼 Lounge
リニューアル
■はわい温泉望湖楼内のラウンジ”羽合倶楽部
“が 10 月 10 日リニューアルオープンしました。
広々とした室内には、大迫力ヽ( ຶ▮ ຶ)ﾉ!!!の
100 インチプロジェクターが装備され、壁掛け
タイプ、自由に移動できるスタンドタイプなど、どのお席からも
見ることができる液晶モニターを完備しています。
もちろん防音設備もバッチリ♪湖底から湯が湧くはわい温泉に
浸かって癒されたあとは、季節のお料理に舌つづみ。
二次会としてラウンジでのひと時も、
湯梨浜旅の思い出ですね。
宿泊のお客様はもちろん、
夕食プラン（忘・新年会含）
のお客様もご利用いただけます。
(20 名様以上で貸切も OK)
★飲み放題お一人様 2,800 円
（２時間）
★ワンドリンクお一人様 1,000 円（席料込）
他、ボトルもあります。詳しくはお宿にお問合せ下さい。
ラウンジ羽合倶楽部 営 20：00～23：00
＜問合＞はわい温泉 望湖楼（0858）35－2221
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
＊＊

湯梨浜イベント情報
湯「第 27 回中華コスプレ」
国内最大級の中国庭園燕趙園。中華コスプレの聖地にて開
催されるイベントです。園内はまさにチャイナワールド！
一般の方もご入園していただけます。

[開催]10 月 26 日（土）・27 日（日）
[時間]両日とも 9：00～17：00
中華屋台 11：00～15：00
チャイナドレスレンタル割引大人 500 円→300 円
中学生以下 300 円→無料
[入園料]大人 500 円/小人 200 円 ※団体割引あり
[問合]中国庭園燕趙園 (0858)32-2180（ニーハオ）
湯「中国庭園燕趙園 重陽節」
重陽は、昔の祭日であった五節句の最後を締めくくる節句
で「菊の節句」と呼ばれています。中国ではこの日、自分や
家族の長寿と一族の繁栄を祈り、菊の花を愛で、菊茶を飲ん
だりしたそうです。

[開催日]11/2 日（土）～４日（日・祝）
・菊茶会お一人様 100 円 10:00～/15:00～
・出張花文字「小雪華」神戸南京町に店舗を構える
「ギャラリーショップ小雪華」が 3 日間限定で出張営業。
大切な人の名前や好きな言葉など、あなただけの花文字
作品をお作りします。

・花文字実演 10:30～/14:00～
・燕趙園入園のお客様限定レストラン豊味園中華バイキ・

ング 100 円引き
・お散歩ビンゴ（参加無料]
ビンゴが揃ったら素敵な景品プレゼント

◆いろいろな幹事さん必見◆
ご予約はお早めに(*´°`*)
「忘年会・新年会プランにお困り」の職場の幹事さん。
「頑張っている家族への労い」を考えるご家庭の幹事さん。
「お祝いの宴」を計画しているお仲間の幹事さん。
温泉入浴はもちろん、落ち着いた空間で季節のお料理をお召し上
がりいただけるプレミアな忘年会・新年会・宴のプランができま
した。はわい温泉・東郷温泉旅館でワンランク上の楽しいひと時
を過ごしませんか。
★気になるプランがありましたら、各お宿へお問合せ下さい。
★これから決める！という方は、はわい温泉・東郷温泉観光案内
所へお越し下さい。
はわい温泉・東郷温泉旅館組合（観光案内所)(0858)35－4052
●はわい温泉●宴会プランあり
望湖楼(0858)35－2221 千年亭（0858）35－3731
ゆの宿彩香(0858)35－3311 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
鯉の湯(0858)35－3226
★ビジネスホテル山本/宿泊のみ(0858)35－4141
●東郷温泉●宴会プランあり
養生館(0858)32－0111
水明荘(0858)32－0411
★小宴会も承ります。最小受入数はお宿によって違いますので
お問合せください。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

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、温かく人情味あふれる
耕ちゃんのブログ「人生相場」は要チェックだよ♪
https://ameblo.jp/koji-tanimoto/

(問合) タニテツプロ合同会社
TEL/FAX 03-3361-3455

[入園料]大人 500 円/小中学生 200 円
※団体割引等あり
[会場･問合]中国庭園燕趙園 (0858)32-2180
「第 51 回鳥取県交通安全県民大会」
職場の皆さんで、ご家族でお誘い合わせの上ご来場下さい。

[開催]11 月 6 日（水）
[時間]１2：00～16：00
[場所]ハワイアロハホール
13:15～式典
14:00～14:30 基調報告/演題「自動車事故の現状を
踏まえた先進安全自動車の紹介」
14:30～15:30 基調講演/演題「認知症予防に活かす
資格認知トレーニング法」
15:35～15:55 警察音楽隊演奏
◆展示・体験ブース◆１2：00～16：00
ペダル踏み間違い時加速抑制装置等搭乗車の体験試
乗、パトカー・白バイ試乗展示・シートベルト着用体
験者によるシートベルト効果体験など盛りだくさん。
[問合]鳥取県交通対策協議会(0857)26-7159
湯「まつざき元気まつり」
今年もやります！来場した皆さんが元気になれる、そんな
手作りのおまつりです。

[開催]11 月 10 日（日）
[時間]9:00～13:00
[会場]湯梨浜町中央公民館・役場東郷支所駐車場
[問合]湯梨浜町中央公民館 (0858)32-1116
「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やお
米、果物などを販売します。全国の農業女子ネットワークで
お取り寄せした珍しい野菜があることも。
[開催]11 月 24 日（日）

[時間]11:00～14:00
[場所]ぱにーに湯梨浜店駐車場(湯梨浜町旭 27)

