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今年で３年目

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

https://www.facebook.com/yurihamakannkou

湯梨浜町観光協会

会員募集中！！

定置網漁はじまる/泊漁港

◆泊漁港では、平成 30 年より湯梨浜町小浜沖（尾後鼻岬沖 500ｍ、水深 20m）
に設置した定置網の操業を行っており、今年で 3 年目を迎えます。
初年度（平成 30 年）は 6 月～10 月、翌年度は 4 月～11 月、令和 2 年度は
4 月～11 月までの約 8 ヵ月間 操業が行われる予定です。
初水揚げに向けての準備。網の修繕や船・用具の点検、海底に沈めるための
砂袋作り、漁の段取り 打ち合わせ等を済ませ、前日
に網を入れました。
4 月 7 日（火）朝 5 時半。定置網船とまり丸乗組員
が次々に荷捌き所へ集まってきました。
身支度を整え、荷捌き所の冷凍庫から冷却用のバラ
氷を船の魚槽へ。
7 時半、帰港。港に近づく定置網船とまり丸は大き
く海面から沈み、大漁旗が風になびいているでは
▲船の魚槽から大きなタモ網で選別台へ
ありませんか✧*｡٩(ˊᗜˋ*) ✧و大漁です。
鮮度を保つため、氷で仮死状態となった魚をタモ網で選別台に移し、魚種・大きさ毎に仕分け、発泡スチロールの箱に並べてい
きました。その数 254 箱(*ﾟ∀ﾟ*)!! この日は、活魚も多く入り 初水揚げとして幸先の良いスタートを切ることができました。
定置網の魚はいったん網に入っても出ていくことができるため、最終的に箱網の魚を捕獲す
るのは一度入った魚の 3 割程度。捕れる日もあれば捕れない日もあり、自然の厳しさを痛感
する日も多いといいます。
そんな中、トラブルが発生。先週の発達した低気圧の影響で鳥取県も大雨・暴風による被害
を受けとまり定置網も例外ではありませんでした。
定置網付近は押し流されそうになるほどの激しい濁流、左右上下に
揺れる船、流れた網を必死に手繰り寄せての陸揚げ作業を行いました。
引き揚げた網は思いのほか損傷が激しく、漁をすぐには再開する
ことができない現状。現在は、切れたロープの修繕や 1000 個
定置網船「とまり丸」出荷箱数 BEST10 以上におよぶ砂袋の作製等、一日も早い
復旧に向けて皆で全力を尽くしています。
（平成 31 年 4 月～令和 1 年 11 月）
自然の猛威を目の当たりにしながらも
＜出荷箱数 BEST10＞
＜売り上げ BEST10＞
毎日違った顔を見せる海で様々な発見
１位 アジ
１位 アジ
があり、また挑戦をする。古くから
２位 カマス
２位 サゴシ
この地で営まれてきた「漁業」は、
３位 サゴシ
３位 シロイカ
現在も人々の食生活をしっかりと
４位 ヒラマサ
４位 カマス
支えています。後継者不足が深刻な海
５位 シロイカ
５位 ヒラメ
の仕事ですが、時代に合った方法で
６位 サワラ
６位 サワラ
次世代にも受け継いでいきたい職業
７位 カワハギ
７位 ヒラマサ
ですね。現在朝市は中止しています
８位 マルアゴ
８位 アオリイカ
が、
再開時には観光協会 HP、
facebook
９位 カクアゴ
９位 カワハギ
等でも紹介させていただきます。
10 位 アオリイカ
10 位 カクアゴ
泊の漁業を応援しよう♪

湯梨浜町泊発！捕れたての鮮度をお届けします
わっはは！豪快な
笑いで皆を笑顔に。
元気すぎる船長
丁田さん

漁師一筋ウン十年
困った時の松田さん。
頼りになるボス

おやじギャグは
おまかせ。
サーフィンが趣味の
河本さん

優しい笑顔が
トレードマーク。
癒され度 120％の
福田さん

～とまり丸の漁師さん紹介～

豊富な知識と
的確な判断で
船を進める
上根さん

とまり丸一番の
長身、谷口さん
俺よりデッカイ魚
カモーン♪

気は優しくて
力持ち。
新たなメンバー
浜本さん

道の駅はわい
アロハカフェ

地元新鮮野菜を使用した 彩り豊かなランチをテイクアウト♪

免疫力アップ弁当

はじめました♪

◆道の駅はわい内にあるアロハカフェは、地元の新鮮な野菜や
果物を使用したランチやジェラートが人気のお店。以前よりランチ＆カフェ
メニューのテイクアウトも行っていましたが、最近お客様から「栄養満点で
元気になれるお弁当を作ってほしい」という声が多くなり、ついに実現しま
した♪その名も「免疫力アップ弁当（税込 900 円）
」( ⁎ᵕᴗᵕ⁎ )
農家さん直販の新鮮野菜をメインに、管理栄養士監修のもと基礎代謝や免疫力
アップにつながる食材をそろえ、素材の持ち味を生かしたレシピに心がけて調理しています。一人前のお弁当に入っているのは
なんと 22 品目！（季節によって多少品目と野菜が変わります）抗酸化作用・殺菌効果のある赤い野菜、肌荒れ予防や免疫力ア
ップの黄色い野菜、貧血・殺菌・血流を良くする美肌効果のある緑の野菜、細胞の老化予防に効果が期待できる紫の野菜など
★大山どりと揚げ野菜（ナス・パプリカ 2 種）の甘酢あんかけ
★レモンとアスパラガスのお浸し
★旬の野菜のグリル
（かぼちゃ・牛蒡・サツマイ
モ・人参・ブロッコリー・
ラデッシュ・スナップえ
んどう・ししとう）
★カレー風味の味付け玉子
★ワサビの粕漬け
★木の芽香るタケノコの
さっと煮
★コゴミの煮浸し

見た目も華やかなおかずのお供は、生姜の炊き込みご飯。
お米には湯梨浜産ミルキークイーンが使用され、上品で風
味豊かな生姜の香りと、モチモチで甘みのあるご飯との相
性は抜群です。
いろいろな食材から違う栄養分をバランスよく摂取し、し
っかりとご飯を食べ毎日の食事で不安な日々を乗り越え
ていきたいですね。お天気の良い日はゆったりとした広い
空間でランチはいかがですか。
＜アロハカフェ＞050-7123-7654
テイクアウトメニューいろいろあります。
お電話でご予約いただければスムーズに
お渡しできます♪

★生姜の炊き込みご飯
＜免疫力アップ弁当/900 円（税込＞ ＆でっかい梅干し
★大山陣構のオーガニックほうじ茶付

https://alohahawai.wixsite.com/alohacafe

季節の食材を使ったジェラートやドリンクもテイクアウト OK
◆人気のジェラートは新鮮で良質なフルーツと大山で育った牛の濃厚な乳
を使用し、それぞれの良さを最大限に生かしたさっぱりとした仕上がり。
旬の食材そのままの美味しさをどうぞ♪
また、ハワイコナコーヒーや大山あまざけラテ、レモンジンジャーなども人
気です。
＜道の駅はわい 営業時間短縮・休業のお知らせ＞ 湯梨浜町宇野 2343 問合せ（0858）35－3933
新型コロナウイルス感染拡大防止等を受け、下記のとおり営業時間を変更させていただきます。
お客様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解いただきますようお願い申し上げます。
★ポプラ 6:00～23:00（短縮） ★浜下商店 9:00～15:30（短縮）
★アロハ大市場 9:00～16:00 （短縮）★アロハカフェ 9:00～16:00（ラストオーダー15:30）（短縮）
★丸勝青果 8:30～16:00 （短縮）
★レストランわかば 4/26 まで 8:30～16:00（ラストオーダー15:30）（短縮）・4/27～5/6 は休業します

鳥取県中部５店舗のシェフによる ドライブスルー＆宅配が始まります。

あかまるシェ/4 月 22 日（水）～5 月 31 日（日）までの毎週水曜日

とれびーふ駐車場へ GO！

◆4 月 22 日（水）～5 月 31 日（日）までの毎週水曜日、とれびーふ駐車場
（倉吉市福庭町 2 丁目 18）で、鳥取県中部の飲食店シェフによるこだわり
ランチがドライブスルーで味わえます。
あかまる牛肉店のお弁当は、鳥取和牛と県内産豚ひき肉のハンバーグにじっ
くり煮込んだ自家製デミグラスソース、野菜とオイルで作ったさっぱりドレ
ッシングがコクうまの「鳥取和牛ロコモコ丼（1,000 円税込/宅配は＋100
円）」。全ての具材を豪快に混ぜて食べるのがオススメだとか(๑´`ڡ๑)
とれびーふからは大満足なお手軽バーガーが登場♪
たっぷりの牛バラ切り落としを甘い醤油だれで炒め、ニンニクのきいた自家
製のピリ辛ディップだれで食欲がアップする「プルコギ甘辛ライスバーガー
（500 円税込/宅配は＋100 円）」、
アロハカフェの「免疫力アップ弁当 900 円/宅配は＋100 円）」、
その他、ムリーノ・ビアンコ（倉吉市魚町 2554）の「大山・蒜山ラザニア境
港産マイワシのベッカフィーチョ

甲イカと旬野菜のカボナータ

（1,000 円/宅配は+100 円）」
ビストロ・ドゥ・クール（倉吉市上井町 2-12-10）の「地鶏のブランケット 980 円/宅配は＋100 円）」など。
普段味わえない特製弁当でお腹を満たし、気持ちを上げちゃお～ρ(′▽`o)ﾉﾞ ﾌｧｲﾄｫ～♪

テイクアウトメニューあります！
＜民宿海晴館＞湯梨浜町石脇 970－2 電話（0858）34－2632 営 11:00～14:00

A

B

C

★海のすぐそばにあり、家庭的なおもてなしが人気の海晴館。
民宿の若女将が焼く美味しいパンに、とっておきの具材をはさんだ
●ピタパンサンド BOX（864 円税込）
、一番人気！モチモチのベーグル
に具材をはさんだ●A ベーグルサンド BOX（1080 円税込）
、
スパイシーで香り豊かな●B カレーパン BOX（1080 円税込）をはじめ、
その日の仕入れや季節の食材を使った●気まぐれピザ、●C 大将のスペ
シャル焼きそば、焼うどんなどもあります。
また、手先が器用な女将さん“梅ちゃん”がせっせと作った「手作り布マス
ク」も注目です♪就寝時の布マスクの心地よさはクセになる
こと間違いなし。日中は手持ちの使い捨てマスクや取替
シートと合わせたり用途は様々です。お問合せください。
※現在、店内でのランチ・カフェはお休みしています。

＜café ippo＞湯梨浜町南谷 573 電話（0858）35－6161 営 11:00～14:00 月曜休

女将の梅ちゃん

★東郷湖畔にあるロケーション抜群のウォーキングカフェ、café ippo。
気軽なテイクアウトメニューで、ご自宅や近くの公園（東郷湖羽合臨海
公園）等でランチをしませんか。
（お車でお越しの場合は、お電話いただ
ければスタッフが駐車場までお持ちします）
カフェイッポ自慢のカリカリジューシーな唐揚げをメインにした
●唐揚げ弁当（500 円税込）
、旬のさわらをローズマリーで香り付け
し、自慢のトマトソースで煮込んだ●さわらのトマト煮弁当（600 円税込）
、
オーブンでふっくらと焼き上げた国産牛のハンバーグを自家製デミグラスソースで煮込んだ
●ロコモコ丼（900 円税込）その他、●ドリンクメニューや●オードブルのご予約も承り中です。
※現在、店内でのランチ・カフェはお休みしています。

旧富士 市橋家住宅主屋 国有形文化財登録証 伝達式

重さ５ｋｇ！
青銅製のプレートを
宮脇町長から小畑さんへ

◆2019 年 12 月、国の登録有形文化財に指定された「旧富士市橋家住宅主屋」への登録証とプレー
トが文化庁から届き、2020 年 3 月 19 日、湯梨浜町役場 町長室にて伝達式が行われました。
文化庁が管理する有形文化財には、
「①指定文化財」と「②登録文化財」があり、①指定文化財は国
宝や重要文化財のように、国などの自治体が価値あるものを後世に伝承していくために指定し、手厚
い保護のもと管理していくものですが、日本にはそれ以外に把握できない数の価値のある建造物や
美術品等があり、これらも緩やかに管理し活用していこうというものが②登録文化財です。
これは、下記の基準のもと申請者自身が登録するものです。
旧富士市橋家は、湯梨浜町小鹿谷集落に位置し、
＜登録の基準は？＞
鳥取県中部を代表する大地主であった市橋家（本市
１、国土の歴史的景観に寄与しているもの
橋家）の分家で、屋号を富士屋と称していました。
２、造形の規範となっているもの
小鹿谷には、寛永 9 年（1634）の御国替えの際、池
３、再現することが容易でないもの
田家の家老であった和田氏の陣屋が置かれ、市橋家
そして、築後 50 年経過しているもの
は和田氏に付き添い、当地へ移住しました。

本市橋家は天保 8 年（1838）頃から造酒業を始めて財を成し、明治 14 年と明治 44 年には鳥取県直接国税納税額の筆頭とな
っています。この富士市橋家は、本市橋家の 5 番目の分家にあたり、門田集落の岡本彦蔵
（陽之助と改名）を婿養子として迎えるために建てられたものです。
昭和 49 年、陽之助氏が体調を崩して富士市橋家を離れてから 40 年間空き家になっていまし
たが、平成 27 年、現在の所有者で旧富士市橋家とゆかりのある建築家の小畑公寛さんへと
所有権を移転し、現在住宅として使用されています。
主屋は木造平屋建て・入母屋造り・赤色桟瓦葺き住宅で、6 畳の仏間には黒柿や栃などの
銘木が用いられ、当時この辺りで競うように用いられた珍しい樹種の材が仏壇以外には使用
主屋外観
されていないことから、この空間への特別な思いが感じられるようです。
8 畳の客間の長押には、松の柾目材が使用され、床の間は床柱に面皮材、床框（とこがまち）
は黒漆塗りの材を用い、壁は和紙貼りになっています。狭い土間からは農作業中心ではない
生活様式への変化を読み取ることができ、農家住宅の近代的な発展過程を示しています。
空き家期間は長かったのですが、定期的な維持管理のおかげで良好な状態。
築後 90 年経過した現在でも 住みやすく手を加えながら、古き良き時代の財産として
守り伝えていきたいということです。小畑さんが一番好きな場所は？「表座敷です」
見栄をはらず控え目な造りに安らぎを感じるのだそうです( ⁎ᵕᴗᵕ⁎ )
この登録をきっかけに、今後ますます文化財への関心が高まっていきそうです。
客間の床

東郷湖花基金

皆様のご寄附でゆりはまに花と緑の空間を！

■湯梨浜町では、まちのシンボル東郷湖に花と緑あふれる癒しの景観を創出するため、
平成 29 年 3 月に「天女のふるさと・東郷湖「花」基金」を創設しました。
この基金を活用して美しいふるさとの景観を次世代に引き継いでいきたいと思っています。
どうぞ皆さまのご寄附のご協力をお願いします。
＜基金のしくみ＞
皆さまからのご寄附→東郷湖花基金に積み立て→基金を活用する事業（★桜の植樹・保全活動★公園・
観光施設等への植栽事業★自然、景観を保全・再生するための事業）
＜ご寄附について＞ 2 つの方法があります。
➀ふるさと納税による寄付 ②一般寄附
＜お問合せ＞湯梨浜町役場企画課 ℡（0858）35－5311 ✉ykikaku@yurihama.jp
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

長和田公園

シバザクラに癒されて

◆湯梨浜町シンボル東郷湖の周辺では四季折々の花が咲き 3 月初旬から、町では花リレーが続いています(ू•ᴗ•ू❁)
ほのかに香る薄ピンク色の野花梅→存在感と趣のあるシダレザクラ→春の花の代表格ソメイヨシノ→湯梨浜町の特産、白く可
憐な二十世紀梨。そして、4 月中旬には、長和田公園内の丘 約 220ｍに沿って 1 万 6 千株の春色のじゅうたん“シバザクラ”が
咲き揃いました。この丘は、湖畔のウォーキングコースでもあり道路からも眺められ、羽衣石城から見下ろしても良く目立つ
4 月のランドマークのような存在です。シバザクラは、ハナシノブ科フロックス属の多年草で芝のように地面に広がり、桜のよ
うなピンク色の花を咲かせることから「シバザクラ」と名前がついています。
総合的な花言葉は、密集して咲くことを意味する「合意」
「一致」
、そして小さな花が群れて
咲く様子を意味する「臆病な心」
。さらには「忍耐」
「一筋」「希望」
「誠実な愛」という意味
もあるようです。その姿から、小さい花ながらも 暑さ寒さの厳しい環境にも負けず周りの花
と共に花を増やし成し遂げていくという芯の強さが感じられ、私たちも花から教わることが
あるようです。長和田公園のシバザクラは、平成 26 年鳥取県観光事業団が植栽したもので
現在は芝のスぺシャリストである株式会社ちゅうぶが管理し、花の後は蒸れや枯れを防ぐ
刈り込みや、砂や土を足し入れ、茎と地表面を密着させる目土、定期的な除草や施肥・捕植等
を行っています。
現在めぐみのゆ公園付近には温泉スタンド（95ℓ100 円）
・布袋の湯
（足湯）
・温泉たまごの湯つぼ・天女のモニュメント・トイレもあり
安らぎと癒しの空間として人気があります。
今後も、地域活動組織の協力を受け、コミュニティの場として公園を
皆で守り育てていきましょう。

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

湯梨浜町内施設 臨時休館・休園のお知らせ
◆新型コロナウイルス感染拡大防止等を受け、施設の休館・休園をいたします。 お客様には大変ご迷惑をおかけいしますが、
ご理解とご協力をいただきますようお願い申し上げます。※自治体等の要請を踏まえ、休館・休園期間が延長となる場合が
あります。各施設、または「はわい温泉・東郷温泉観光案内所」
はわい温泉 望湖楼（休館）4 月 7 日～7 月 3 日
0858-35-4052 までお問合せください。
はわい温泉 鯉の湯（休館）4 月 2 日～6 月 30 日
はわい温泉 鹿鳴館（休館）4 月 5 日～
はわい温泉 水郷（休館）4 月 18 日～5 月 6 日
※はわい温泉・東郷温泉全旅館 5 月 6 日までの宴会・宿泊等の新規ご予約ついてはお断りをさせていただいております。
はわい温泉・東郷温泉観光案内所（休館）5 月 2 日～6 日
中国庭園燕趙園・老龍店・中華レストラン豊味園（休園）4 月 13 日～5 月 6 日
あやめ池スポーツセンター・ハワイ夢広場（休園）4 月 13 日～5 月 6 日
ゆアシス東郷龍鳳閣、ハワイゆ～たうん（休館）4 月 23 日～5 月 6 日

イベント等中止について
4 月 1 日～26 日 たらの芽狩りバス（宿泊者対象）（中止） 4 月 30 日 伯耆国一ノ宮倭文神社雅楽の夕べ（中止）
5 月 16 日・17 日 第 28 回中華コスプレ（中止）5 月 28 日・29 日 グラウンド・ゴルフ国際大会 YURIHAMA2020（中止）
6 月 6 日～21 日 ホタルバス（宿泊者対象）（中止） 6 月 13 日・14 日 第 32 回グラウンド・ゴルフ発祥地大会（中止）
7 月 4 日・5 日 第 21 回ハワイアンフェスティバルハワイ in ゆりはま（中止）
7 月 4 日 アロハカーニバル 2020 メレフラパーティ（中止） 7 月 日本のはわい de しゃんしゃん傘踊り（中止）
4 月 14 日～5 月 6 日 トリパス「ポケふた周遊スタンプラリー」（休止）

