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湯梨浜町観光協会

会員募集中！！

ここにしかない公園を目指して

県立公園を利用しよう♪

■湯梨浜町には、四季折々に移り変わる東郷湖や日本海の風景など各地区の自然や地形を生かした
公園（東郷湖羽合臨海公園）が整備され、スポーツやレクリエーション、
（ 浅
浅 津
観光を楽しむことができます。
津 地
公 区
東郷湖羽合臨海公園は、昭和 47 年 10 月に旧東郷町・旧羽合町から要望を
園 公
） 園
受け、基本計画を策定。昭和 54 年から順次整備され、現在では６つの地区
（長瀬公園・宇野公園・南谷公園・浅津公園・長和田公園・あやめ池公園）
54.3ha で構成されています。※中国庭園燕趙園は県立都市公園に含まれます。
開園から 41 年、安全で快適な公園を保つため地域の皆さんにもご協力を
いただきながら維持管理に努めているものの、
施設の老朽化や社会情勢、地域の様々な状況が当時
と変化し、利用が少なくなってきているようです。
このことから、東郷湖羽合臨海公園の中心地区
である「浅津公園」
（右図）を対象に課題を
利用が少ないの
見出し、賑わいの再生に向けての取り組みを
なら…
思い切り走り
展開していくこととなりました。
たいワン
モニュメント「風の詩」
現在、浅津公園は 10 面のゲートボール場、
▲春には桜が美しい
運動会やお祭りにも最適な催物広場、芝が心地
「ゲートボール場（10 面）」
よいピクニック広場、お子さんのテン
これが噂の
広いな～♪
蝶（天女）が舞う
ションも上がる開放的な児童遊戯広場、
ナチュラルガーデン
中心地にはシンボルであるモニュメント
ね。フムフム
（風の詩）や、アメリカのハワイとの交流・
湯梨浜町制 10 周年を記念して建てられたアロハ
モニュメント、また、湖畔に停泊する東郷湖のシジミ
を捕る船を眺める先には、湯けむり漂うはわい温泉
・東郷温泉が日本のハワイらしさを演出しています。
浅津公園は、開園してから大きな更新工事はなく当時植栽
された樹木の密生や生育不良が目立つことから、平成 28 年
▲運動会にも利用できる
よりリニューアル整備を開始。生育不良や密度が高い樹木
「催物広場（14,900 ㎡）
」
を伐採、樹勢回復のため植物の地表面に土や伐採木の
4
チップをリサイクルしたものを覆っています。
平成 30 年には、世界的に活躍されているポール・スミザー
グラウンド・ゴルフ
氏を講師に、植物の特性を活かし より自然に見せる
最高！
「ナチュラルガーデン」造成に向け、地域の皆さんと一緒に
ガーデニング活動を行いました。
メインガーデンとなった「天女（天に舞う鳥や蝶）に愛
▲アロハモニュメント
される庭」の植物もすっかり根付き、実際に蝶の姿を見
ることもできました(ू•ᴗ•ू❁)
はわい温泉
▲芝が気持ちいい「ピクニック広場」
今後は、公園利用者の安全を最優先に長らく使用禁止と
なっていた遊具のリニューアル（春以降完成予定）
、季節
を感じられる植栽や老朽化する建物の見直し等も随時
行っていく予定です。
親子で公園に遊びに来られた女性は「昔はこの公園は遠足
のメッカで、ピクニック広場や芝生で仲良しの友達とレジャー ▲シジミ漁の船が停泊
シートを敷き合ってお弁当を食べた楽しい思い出がいっぱいです。でも今は、小学校も遠足のように純粋に
砂場、ひろ～い♪
子どもが楽しむ行事が無くなってきていますね」と話しておられました。
多様な年齢層が集う理想の公園であるために まだまだ課題はありますが、水と緑に囲まれ、湯梨浜らしい
▲児童遊戯広場
自然豊かな“ここにしかない公園の景観”を大切にし、皆で守り育てていきたいものです。
遠足の代わりに増えたといわれる校外学習でも、水辺の公園からの学びがあるような仕掛けづくりや、
今の時代に
はわい温泉・東郷温泉にお出かけのお客様にも楽しんでいただけるような都市公園を目指し、各地区の
合った公園に
公園のさらなる活性化を図っていきたいと思います。今後も皆さまのご協力をよろしくお願いいたします。 変えていかない
とダメだワン

●公園の利用について●
■公園の利用はもちろん自由です。グループで広場を利用（貸し切り）される場合のみ申請をしてく
ださい。申請はシンプル♪用紙に記入するだけです(*´罒`*)
運動会、お祭、グラウンド・ゴルフ、ゲートボールなど東郷湖を望む抜群のロケーションの中で交流
の輪を広げてみませんか。
［申請先］東郷湖羽合臨海公園あやめ池スポーツセンター（湯梨浜町藤津 650）
（0858）32－2189

泊漁港

ワカメの収穫体験
湯梨浜町立泊小学校 3 年生

～故郷の海の恵みに感謝～

総合的な学習

■2 月 10 日（月）この日は、湯梨浜町立泊小学校 3 年生が待ちに待った「ワカメ
の収穫体験」
。身近な生活の中から課題を見つけて学ぶ“総合的な学習”の一貫です。
この日収穫するのは、2 ヵ月前の 2019 年 12 月 11 日に児童が種付けを行った養殖ワカメ。
朝 10 時、学校から元気よく歩いてきた児童を定置網船とまり丸のメンバーが出迎えました。
まずは、 漁師たちが事前に海から引き揚げたておいたワカメの付いたロープをみんなで引っ張
り、ブルーシートの上に並べます。
「うぅ～重い！ぬるぬるする～」
「ワカメってこんなに重た
いか？」成長したワカメの重さに驚く児童たち。
なんとか並べ終わり、漁師の松田さんからワカメの切り方を教わ
るといよいよ収穫スタートです。
準備したハサミでワカメの根元をカットし、袋に入れて持ち帰るのですが、わずか 2 ヵ月の間に
泊の海でグングン成長したワカメの大きさとぬるぬるに苦戦ヾ(´༎ຶ╻༎ຶ)ﾉﾞ
冷たくて手の感覚がなくなりながらも一生懸命に作業をすすめ、「難しかったけど楽しかった」
「ワカメがこんなふうに成長するって、知ることができて良かった」と、達成感いっぱいの表情
で答えてくれました。お世話になった漁師さんにお礼を言い、
先生の「さあ～頑張って学校まで持って帰ろうで」の呼びかけで
荷捌き所を後にしました。残りのワカメは漁師が刈り取り、コン
テナへ入れて小学校へ。漁業の町とまりで活躍する人との関わりは、
子どもたちのコミュニケーション能力を高め、非日常的なさまざま
な体験は心に強く残り、ふるさとへの愛情と誇りを持つことで豊か
な心が育まれることでしょう。受け入れ側もそれに応え支えられる
ような連携がこれからもずっと続いて欲しいですね。

▲ハワイ夢マート出荷用のワカメ

まだ見ぬ我が子を思いながら、丁寧に

安産の神さま 一ノ宮さんで

助産師
さんと

巻いてみよう

さらし帯を巻いてみよう

◆伯耆国一ノ宮倭文神社は、古くから安産の神様として知られ下照姫命（シタテルヒメ
ノミコト）をはじめとする七柱の神様がお祀りされており、県内外より多くのお客様が
安産祈願に訪れます。
そんな倭文神社で助産師さんと一緒に、出産の悩み相談やアドバイスを
戌の日って何？
受けながら、今では少なくなったさらしタイプ（岩田帯）の腹帯を
「戌の日」の「戌」とは、
巻いて安産祈願をしませんか。腹帯を巻く度に、まだ見ぬ我が子を
十二支の「戌」のことを指し、
思う大切な時間をつくることができます。
比較的お産が軽く、狛犬のように
出産後、縁起の良い腹帯は処分しにくいという方
悪鬼を払い、赤ちゃんを守るとい
にも納得の“腹帯活用法”も伝授。
う力にあやかって暦で設定され
た「戌の日」に腹帯を巻いて
月齢等関係なく、ご参加ください。
安産祈願をするという
限定 10 組
習わしがあります。

と

き

参加費

2020 年 3 月 14 日（土）10:00～11:30
●安産岩（あんざんいわ）のお話●
1,000 円（ドリンク付・ご家族同伴可）

●倭文神社と安産祈願●腹帯って大切なの？ アドバイザー
助産師/礒江琴美氏
●さらし帯の使い方と活用法
助産師/中山早織氏
●さらし帯を巻いてみよう

会

場 伯耆国一ノ宮 倭文神社社務所
〒689-0707 東伯郡湯梨浜町宮内 754

申込み 伯耆国一ノ宮 倭文神社 9:30～16:00
メール shitorijinjya@gmail.com 電話(0858)32-1985
★お申し込み時に、お名前・ご連絡先・参加人数・普段気になっ
ていること等をお知らせください。

昔、難産に悩む一人の女性が安産祈願のため 100 日間倭
文神社にお参りをしました。
そして 100 日を終えた日の夜、夢の中に下照姫命が現れ
ニッコリとほほ笑みました。女性は願いが叶ったと思い、
次の日お礼参りに出かけました。するとその帰り道、この
大岩のたもとで急に産気づいて動けなくなってしまった
のです。すると、また下照姫命が現れニッコリとほほ笑ん
だのです。その瞬間、スルッと玉のような赤ちゃんが産ま
れました。人々はこの岩を「安座岩」と呼び、大切にお祀
りしたということです。
◆この岩を削って煎じて飲むと安産になるという言い伝
えがあるそうです(´･∀･`)ﾍｪｰ

いちご狩りで プレミアム空間を

いちご狩りという
レジャーを楽しもう♪

■幅広い年代から人気のあるフルーツ“いちご”は、ほぼ一年中食べることができますが、本来の
旬は「春」
。生産者がこの時期のために一年間手塩にかけて育てた一番いい瞬間を皆さまにお届け
する「いちご狩り」のシーズンを間もなく迎えようとしています。
色鮮やかな緑と甘い香りに包まれたハウスの中は約 25 度！雨の心配もありません。
ズラリと並ぶ、ピカピカで真っ赤な果実にテンションが上がること間違いなし！
＜湯梨浜いちご狩り（小林農園/松山農園）の特長は？＞
★水・土・環境全てにこだわる「わかば農法」で作り出した安心・安全ないちごです。
★木で熟し、たっぷりと果汁をたくわえた一番良い状態のいちごを自分で選んで食べることがで
きます。果汁の量にビックリ、そのお味は感動もの(ღˇᴗˇ)｡また、赤く熟していても出荷されるこ
とのない面白い形や不揃いなもの、ちょっと小ぶりな“レアいちご”も食べられますよ。これらは
ゆっくりと成長するため、実は通常のものより甘いのです。
★生産者やスタッフが甘いいちごの見分け方やおススメの食べ方を教えてくれます。栽培エピソードも聞けて楽しい♬
開園期間 2 月 29 日(土)～6 月中旬

小林農園 湯梨浜町原 1074-1 予約制 080-1907-7058

釣り好きのオーナー

【時間】10:00～16:30 頃 【品種】あきひめ・とっておき が美味しいいちごの
見分け方を教えて
【料金】大人 2,200 円/小人 1,200 円（３歳～小学生）
くれます♪
◆ハウス内 30 分食べ放題 いちごのドライフルーツ・
ゆりはまアイス（いちご）甘みつ姫（干し芋）他ギフト・全国発送も承り中。

うまいでぇ～♪

http://www.tottori-shinyuki.com/html/ichigogari.html

開園期間 3 月 20 日(金・祝)頃～6 月中旬 ※20 日以前をご希望の場合はお問合せください。
松山農園 湯梨浜町原 870 予約制 080-5893-2725/090-6320-2583
【時間】10:00～16:00 頃【品種】あきひめ
（電話受付 9:00～17:00）
【料金】大人 2,200 円 子ども 1,500 円（3 歳～小学生） ご夫婦 I ターンで
※6 月限定大学生割引！お一人様 300 円引
いちご農家に。
◆ハウス内 30 分食べ放題 ギフト・全国発送も承り中。 楽しいお喋りは旅の
思い出になります♪

http://strawberrycity.web.fc2.com/

みんな
遊びにきてやー♪

★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。

野花梅渓散策ツアー

2020 年 3 月 1 日（日）
～3 月 20 日（金）

■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。
昭和 15 年～16 年頃 湯梨浜町野花の果樹園で発見された梅は、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。収穫は６月初旬でこの頃の青梅は３～４ｃｍ 、
梅の加工品によってはもっと大きく木で育ててから収穫するものもあり、５ｃｍ以上の
大玉も多く、さらには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、
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～ 梅渓散策マップ・梅加工品＋梅ドリンク＋観光ガイド
<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。
★道の駅燕趙園で合流・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 /FAX（0858）35－4701
団体名・希望日時・参加人数・ご連絡先等をお電話か 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（ポール貸出手配有）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。
お一人様から OK

①②いずれかのプランをお選びください。各施設のサービス＋梅渓散策マップ・梅加工品付

●個人様用● とってもお得なプランです。10 名様以上でお越しの場合は予めご連絡いただくとスムーズです。
②ゆアシス東郷龍鳳閣プラン
①中国庭園燕趙園プラン
【料金】お一人様 700 円
（開園時間）9:00～17:00
★中国雑技ショー毎日公演中
①9:30～②13:30～③15:00～
中国庭園燕趙園入園と中国グッズ＋梅渓散策マップ・梅加工
品のお得なセットプランです。チャイナドレスレンタルサー
ビス（有料）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

【料金】お一人様 700 円
（営業時間）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
散策マップ・梅加工品のお得なセットプランです。
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）32－2622

ゆるりん食堂 ランチバイキング開始
■多世代交流センターゆるりん館（湯梨浜町松崎）のゆるりん
食堂でランチバイキングが始まりました。
季節のサラダ、煮物、焼き物、揚げ物
メインとなるお肉にお魚、たまご料理に
おでん、ピザ、パスタ、カレー、
ちょっとしたお漬物にソフトドリンクや
スイーツなどなど。
旬の食材を使用した数々のお料理の中から、お好きなものをお好
きなだけお召し上がりいただく贅沢で太っ腹なランチです。
お腹は減ったけど、今日は時間がない～という方におススメなの
は、待ち時間ナシの嬉しい 30 分バイキング。お値段なんと！
660 円.‹‹\(´ω` )/››
手軽に美味しくボリューム満点
のランチバイキングにぜひ
お出かけください。
※ランチタイム中の卓球はお休みしています。

湯梨浜イベント情報
「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。
クリスマスのおもてなし料理にもどうぞ♪
[開催]３月 15 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)
「中国庭園燕趙園フェスタ」
見て、聴いて、食べて五感で楽しむ燕趙園イベントです。
3 連休は燕趙園におまかせ♪
[開催]２月 22 日（土）～24 日（月・祝）

[開園時間]9:00～17:00
[入園料］大人 500 円/小・中学生 200 円
▼入園とセットで観覧・参加無料▼
●琵琶と笙の演奏会●日本在住のプロ演奏家が出演
5 本爪で演奏する中国の伝統楽器「琵琶」と 10 本以上の
竹管を用いた管楽器「笙」を使って、日本・中国それぞれ
の楽曲を演奏します。10:00～/14:00～

●中国雑技ショー●
9:30～/13:30～/15:00～

●皇帝の館なりきり体験●
▲テーブル席だけでなく、畳スペースもご利用ください。
缶ビールをあわてて隠すお父さん(*´罒`*)↑
大丈夫、ビールはちゃんとゆるりん館で購入されましたよ♪
●ランチバイキング●
［営業時間］11:00～15:00（最終入場 14:00）不定休
［料
金］★60 分食べ放題★ 全て税込
大人/1,100 円 小学生/550 円 幼児/100 円
★30 分食べ放題★ ※大人限定プランです。
大人/660 円
［予約/問合］ゆるりん館（湯梨浜町中興寺 400-3）
（0858）38-9033
月に 1 度

最終木曜日に OPEN する「食」の地域コミュニティ♪

みんなの食堂「ゆるりん」大好評営業中
■昨年 3 月から始まったみんなの食堂
「ゆるりん」では、地域のボランティアさん
達が心を込めて作った 栄養満点の温かいご
飯を低料金で提供しています。
幅広い世代の人たちがわいわいがやがや
自由に過ごすことができるみんなの食堂で、
利用者同士、ボランティア同士の出会いや
交流を楽しみましょう。
［営業日］毎月最終木曜日
［時 間］16:00～20:00（食事は 17:30 頃～）
［料 金］小学生 100 円 中高生 200 円 大人 400 円
［会 場］ゆるりん館（湯梨浜町中興寺 400-3）
［問 合］湯梨浜まちづくり株式会社（0858）48-6210

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♪
https://ameblo.jp/koji-tanimoto/

(問合) タニテツプロ合同会社
TEL/FAX 03-3361-3455

皇帝衣装で写真撮影、中国皇帝も愛した中国茶「龍井茶（ろ
んじんちゃ）」無料サービス

●燕趙園シールラリー●
庭園を散策しながらシールを集めよう。目指せ賞品 GET！
▼中国雑貨とスイーツのお店老龍頭前

中華グルメ大ふるまい▼

・金運アップ水餃子 ・家庭円満黒ゴマ湯圓
・あごかつ入り！粉耗子（ブンモジャ）
★食材は日本産を使用しています。

[問合]中国庭園燕趙園（0858）32-2180

ゆりはまにあ★お年玉プレゼント
ご応募ありがとうございました
ゆりはまにあ 1 月号の「新春お年玉プレゼント」にご応募
いただきありがとうございました。
クイズの答えは「グラウンド・ゴルフ」です。惜しい答え
もあった中で、2 月 15 日（土）をもちまして応募を締め
切り、正解者の中で抽選を行いました。
当選されたお客様、賞品到着まで毎日ドキドキしながらお
待ちください。そして皆さまの“今年のチャレンジ”を紹介
します♪
★不安だった車の免許更新が無事パスし、あと 5 年間は
OK!体調に留意して安全運転を心掛けて、行ける時に行き
たい所へゆっくり行こうと思います（湯梨浜町）★蓮ウォ
ーク、境港さかな・妖怪ウォーク、関金ウォーク、ゆりは
まウォークに参加しチャレンジしてみたいです（倉吉市）
★働き方を改革したい（湯梨浜町）★健康づくりのため今
までのウォーキングとストレッチ運動教室を続け、元気な
一年を過ごしたいです（湯梨浜町）
★温泉に入ってズワイガニを食べること（府中市）★資格
取得頑張ります！勉強は今から・・・
（鳥取市）★空手（湯梨
浜町）★犬を飼ってみたい（湯梨浜町）★荷物で埋まった
部屋を使えるようにする（神戸市）★休肝日を増やす（湯
梨浜町）★プリキュアになりたい（湯梨浜町）★北海道に
行きたい（湯梨浜町）★愛犬と大山のペンションに泊まり
たいです（倉吉市）★羽衣石城に登ってみたいです。なか
なか機会がなくて・・・
（湯梨浜町）
さあ、皆さん聞きましたよ♪あとは実践あるのみ( ⁎ᵕᴗᵕ⁎ )
2020 年、皆様のチャレンジが実を結びますように。

