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会員募集中！！

お晴さんが 行く

イベントに呼んで
くださいね～♪
■ここ数年、湯梨浜に謎の美女？が現れ湯梨浜町内の
どこでも行っちゃ
歌のイベントに友情出演し、時には羽衣天女伝説を
いますヨン
伝えるお手伝い等で地域を盛り上げているという噂があり、
調査に乗り出しました(ﾟ Д ﾟ) 名前は「お晴（おせい）
」
。
そしてお晴さんを良く知る人物に話を聞くことができました。
あの方は・・・
＜お晴さんの誕生＞
お晴さんの活動の原点は今から約 9 年前、旅館の支配人として勤務していた頃、宴会を
担当していた仲居頭の従業員が「踊りが大好きなリピーター様の団体に私たちも踊りを
披露したいので、支配人も一緒に盛り上げてもらえませんか？」というお願いをされたそ
うです。
仲居さんが自前で準備した着物を着せられ、カツラを被りメイクをほどこし、いざ
お客様の前へ。少しでもお客様に楽しんでいただこうと
見よう見まねで一緒に踊りました。
明らかに大柄な着物姿の女性に会場のお客様からざわ
＜プロフィール＞
めきが起こったのも束の間、慣れない立ち振る舞いが
■名前 お晴（おせい）
逆に大うけ乁( ˙ω˙ 乁) 拍手喝采で宴は終わりました。
■休日の過ごし方 家で過ごす
こうして着物を着るといつしか「お晴さん（おせいさん）
」
ことが多い。連休があると趣味の
と呼ばれるようになり、この日の経験をきっかけにオフ
プロレス観戦に出かけます。
ァーがあれば協力し皆さんを笑顔にしてきました。
■好きな食べ物 お肉！！ステ
お晴さんの交友関係の広さが功を奏し、仲間が増え、着物
ーキが大好き、スイーツも大好き
が増え、メイクも厚くなり・・・周りの協力を得ながら今
■好きな色 どの色もそれぞれ
ゆるりん館でのミニコンサ 日があるそうです。
に魅力的ですが、カラーセラピー
ート/歌手の高垣ひろ実さん 今ではイベント出演時には昔から交流のある美容室の先
では「ピンク」が合うと言われま
とお晴さん
生に着付け＆メイクをお願いし「聖子ちゃんみたいにお
した。
願いします」と依頼するもののなかなか近づけないとか。Σ(ﾟ Д ﾟ υ) ｱﾘｬ
■苦手なもの 虫・・・コワイ
＜作詞・作曲に挑戦＞
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
もっと地域を盛り上げたという気持ちから作詞・作曲にも挑戦し、2019 年 2 月には地元
●CD のお求め●
のシャンソン歌手・柳井沙羅さんへオリジナルの新曲として「フンティのすすめ」を提供。
男街道ひとり旅/天女のはごろも
（アマゾン）
そして、以前よりしたためていた「天女のはごろも」が約 1 年の時を経て 2019 年 11 月
https://books.rakuten.co.jp/r
20 日、鳥取市出身の演歌歌手 高垣ひろ実さんの歌声により
b/16063644/?lCD の発売が現実となったのです。
id=artistpage-item （楽天）
最近の悩みは？「ちょっと体重が・・・」ということで
●お問合せ●
5 月は連日仲間と東郷湖一周ウォーキングにも挑戦。
芸能、音楽ステージ、イベント企
大好きなプロレス（特にアントニオ猪木さん）の T シャツ
画、公演のご相談承り中！
とキャップのコスチュームで歩く姿は以前よりもほっそり
TEAM OSEI 代表 佐古晴一
と見えました。どちらが仮の姿なのか？(*´罒`*)
090-2017－9046
突如現れた天女、“お晴さん”の今後の活躍が期待されます。
カラオケでも
歌えますヨン♪

天
女
の
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ご
ろ
も
作作
曲詞
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水辺の藤波に 初夏の訪れを

あやめ池公園

■鳥取県の合言葉になった「
（ なるべく家に）おる・
（県外に）出んウイーク」も
終わり、五月晴れの爽やかな風になびくあやめ池公園のフジが満開を迎えました。
フジはマメ科フジ属のツル性落葉低木の植物で、小花を房状に垂れ下げた様子は「藤波」
と表現され、万葉集にはフジを詠ったものが二十六首あります。
雨にも似合い、古くから親しまれてきたフジには北海道以外の山でよく見かける
「ヤマフジ（ノフジ）
」と西日本に多く見られる「フジ（ノダフジ）
」がありますが、
見分ける方法はツルの巻き方。
ヤマフジは上から見て左巻き、フジは右巻きなのだそうです。このツルはどんどん伸び
日本には最長で約 2m にも及ぶフジもあるのです(ﾟ Д ﾟ；) とは言っても剪定をせずそのままに
しておくと葉はどんどん茂り、幹に日が当たらなくなると花は咲きません。
あやめ池公園のフジは、1 年半前に円形藤棚を設置し
台木に接ぎ木を施しました。春と秋の剪定等、定期的な手入れの甲斐もあ
り、現在順調に生育中です。
甘い香りに誘われて見上げた 薄紫色の花は息をのむ美しさ♪
しかし何やら黒い影と物騒な羽音が (´◦ω◦`):花に群がる黒くて大きい虫
の正体はクマバチです。
地方ではクマンバチとも呼ばれていますが、あの恐ろしい見た目に反して実
はおとなしい蜂、花蜂 であることをご存じでしょうか。
あやめ池公園内 メダカ池近くの円形藤棚
花蜂とは、幼虫の餌のため花粉と蜜をとる蜂のことで、フジのように花弁が
●クマバチ●
硬い構造の蜜は、クマバチのように相当なパワーがないと採ることができな
オス♂ 複眼の間が白い、
いそうです。こんもりと開花した花、おおきくの形状が花びらを押し下げ
顔の中心部は薄黄色
また、花から花へ飛び移りながら花粉や蜜を探す際、胸部の黄色い毛につい
針を持たない、お尻が丸い
た花粉も花から花へ。このようにフジにとって重要な送粉者になっているの
です。
オスは針を持たないため人を刺すことはありません。メスも身の危険を感じ
●クマバチ●
ない限り攻撃することはなく仮に刺されても毒性は低いとのことです。
メス♀/複眼の間が黒い
クマバチの生態を理解し、フジとの関係性をそっと観察するのもお花見の楽
針を持つ（産卵管）
しみの一つですね。
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発電用風車跡地に記念モニュメント

潮風の丘とまり

■2002 年～2018 年までの約 15 年間稼働した湯梨浜町泊の発電用風車の跡地に、解体された
在りし日の風車をイメージした“記念モニュメント”が完成し、2020 年 3 月 27 日お披露目され
ました。
湯梨浜町（旧泊村）では、良好な風況と自然環境保全のシンボルとして、2002 年 11 月鳥取
県内第一号となる風力発電施設が、グラウンド・ゴルフの聖地「潮風の丘とまり」多目的広場に
設置されました。高さ 37m の柱に直径 45m の羽、出力毎時 600 キロワットの巨大な「泊の風
車」は、小高い丘の上に建ち、自然の風を活用した地球に優しいクリーンエネルギー施設とし
て、環境対策や環境教育に活用され親しまれ、その役割を果たしてきましたが、売電収入を生む
一方、落雷等による故障に悩まされていました。
さらに 2016 年に発生した鳥取県中部地震以降は破損により停止していましたが、停止中も風
を受けて倒れないようにするため電力を送って管理する必要
があり維持管理費がかかっていました。
こうして 2018 年 12 月設置から約 16 年、ついに解体となっ
たのです。
クレーンなどの大型の重機を使った大掛かりな解体工事は約
1 か月にも及びました。
現在、鳥取県には 40 基（大山町・高田工業団地 1,500kw①
基、鳥取県（企業局）
・鳥取市（鳥取放牧場）1,000kw③基
/北栄町・北条砂丘 1,500kw⑨基、日本風力開発㈱・旧大山町
かつての風景/高さ 37m 泊の風車
1,500kw⑥基、日本風力開発㈱・旧名和町 1,500kw③基、
日本風力開発㈱・旧中山町 1,500kw⑤基、日本風力開発㈱・
旧琴浦町 1,500kw⑬基）の風車があり、このうち琴浦町と
大山町で民間事業者が運営する風車は、今年 1 月に発生した
風車の破損により現在は停止しており、実際に稼働している
風車は 13 基です。
風車はなくなりましたが、グラウンド・ゴルフの聖地 潮風の
丘とまりでは全長 9m のティラノサウルスをはじめ 18 体の
子どもから大人まで誰でも気軽に 実物大の恐竜たちが皆さまのお越しをお待ちしております♪
楽しめるグラウンド・ゴルフ

高さ 2.9m（台座含）
幅 1.2ｍ
奥行 1.0m
ステンレス製
製作費 130 万円
●風車の柱、楕円の板で羽根
をイメージしている。
俺が一番に
なったどー！！

伯耆国一ノ宮倭文神社 例大祭

5/1（金）

■5 月 1 日（金）は、“一ノ宮さん”の愛称で親しまれる伯耆国一ノ宮倭文神社（湯梨浜町
宮内）の例大祭。今年は、新型コロナウィルス感染拡大防止のための外出自粛要請もあり、
例年のような賑わいはなく午後からの御神幸を中止するなど規模を縮小し、関係者のみで
粛々と執り行われました。
神饌（しんせん）を捧げてご接待を行い、神様に喜んでいただき祝詞を奏上することで
神様のご神徳をいただき、皇室を始め天下、地域の安寧と発展さらには願い事をする氏子
崇敬者の繁栄を祈ります。
神社とは、神様をお招きしてその場所にお鎮まりいただいた神様へのご奉仕をする場所で、
この神様へのご奉仕が「お祭り」なのですが、このお祭りは大きく２つに分かれます。
➀神社自体が行う祭り ②氏子や崇敬者の依頼に基づいて行われる祭りさらに①の神社が行う祭りは「大祭」
「中祭」
「小祭」の
３つに分かれ、例大祭（例祭）は、神社にとって最も重要で由緒のあるお祭りなのです。「例」はしきたりや習わし「祭」は
神様への奉仕を意味し、例祭は神様に神饌を捧げることで接待を行い、神様に喜んでいただき、祝詞を奏上することで神様のご
神徳をいただいて皇室をはじめ天下、地域の安寧と発展、さらには願い事をする氏子崇敬者の繁栄を祈るものなのです。

米原宮司 昇進昇格を報告
全国には約 88,000 の神社があるといわれ、その
うち神職の数は約 21,500 人、宮司の数は約 1 万
人。神職身分には上から特級・一級・二級上・二
級・三級・四級・六級があり一級の宮司の数は全
国で 250 名程度。
階位には、浄階（じょうかい）
・明階（めいかい）
・
正階（せいかい）・権正階（ごんせいかい）・直階
（ちょっかい）がありますが、この度伯耆国一ノ
宮倭文神社 米原宮司さんが「浄階」「一級」を授
与されました (*ˊᗜˋﾉﾉ*✭ﾊﾟﾁﾊﾟﾁ
これからも、地域に寄り添った宮司さんとしての
ますますのご活躍が期待されます( ⁎ᵕᴗᵕ⁎ ) 現在は、禰宜（ねぎらうの語源の
「ねぐ」から来た言葉。ねぐという言葉を目上の人に使う場合には「祈ぐ」と書
き、祈る、祈願するという意味。神の心を和ませ、その加護を願うという意味）
と共に、一ノ宮が昔から変わらない地域のコミュニティの場としての役割を担う
よう町内団体とも協力しながら新たな取り組みも積極的に取り入れています。

7 柱の神へ新型コロナウィルスの収束を祈願
現在、新型コロナウィルス感染症の早期の収束を願い全国の神社でも祈願がおこ
なわれていますが、倭文神社では４/１（水）一日も早い収束と地域の平穏を願い、
祈願祭を行いました。伯耆国一ノ宮倭文神社では、下記の六柱の神（すべて出雲系
の神）をお祀りしてきましたが、国弊社昇格運動を起こしたとき、内務省の指導を
受けて建葉槌命を加えて七柱とし、建葉槌命を主神としました。
7 柱の神それぞれの御神徳を知ることで、参拝の楽しみが増えることまちがいなし
(⁎˃ᴗ˂⁎)

助産師さんと腹帯を
巻くイベントで神社
について紹介する
米原禰宜

国宝 銅経筒(レプリカ)に
思いを馳せる米原宮司
※今年の例大祭では
展示しておりません。

倭文神社六座
第一 下照姫命（シタテルヒメノミコト）子宝・安産、文芸上達、婦人病、恋愛成就
★父は大国主命、母は多紀理毘売命、兄は味耜高彦根命。容姿端麗
第二 事代主命（コトシロヌシノミコト）漁業、商売繁盛、開運、厄除け、福徳円満、病気平癒
★父は大国主命、母は神屋楯比売命。共に日本の国造りを行った国津神。
第三 建御名方命（タケミナカタノミコト）武運長久、交通安全、盛業繁栄、国土安寧、五穀豊穣
★父は大国主命、母は高志沼河比売。武神としての性格を持つ
第四 少彦名命（スクナヒコナノミコト）病難排除、国土安寧、縁結び、安産・育児、漁業・農業・温泉・航海守護、産業
開発 ★父は高産巣日神、常世の国からガガイモの実の船でやって来た小人神。一寸法師のモデルになったといわれる
第五 天雅彦命（アメノワカヒコノミコト）産業振興、農業守護、厄除け、芸能上達
★下照姫命の婿 高天原の天照大神は出雲で強大な勢力を持っている大国主命に国を譲らせようと、使者を派遣するもの
のうまくいかず、天雅彦命が命を受けて出雲へ。しかし大国主命の勢力の強大さにとても国を譲れと言えず、大国主命と
共に国造りに励んでいた娘の下照姫命を妻として出雲に留まった。高天原では天雅彦命のお帰りがなく、キジに命じて様
子を見にいかせる。天雅彦命の宮殿の庭木に止まって天雅彦命を非難したキジを見て、不吉だと矢で射殺してしまわれた。
その矢が高天原に飛んでいき、これを見た天照大神は天雅彦命に与えた矢であること察し、投げ返した。その矢は天雅彦
命の胸に刺さり命を落としたと伝えられる。一ノ宮ではキジをお供えしてはならず、一ノ宮に仕えている米原家ではキジ
を食してはならないとこになっているそうです。
第六 味耜高彦根命（アジスキタカヒコネノミコト）農業守護、不動産の守護、家内安全、商売繁昌、縁結び
★父は大国主命、母は神屋楯比売命、妹は下照姫命。
主神/建葉槌命（タケハヅチノミコト）
一ノ宮では上記の 6 天羽雷命（あめのはづちのみこと）や、倭文神（しとりのかみ）
、倭文神（しずのかみ）とも呼ばれる
織物の神として知られています。

期間が短いので
急いでね。地元の
良さを再発見
しよう

鳥取県民
限定企画

♯We

LOVE

鳥取キャンペーン

期間/令和 2 年 5 月 16 日（土）～5 月 31 日（日）

■今月 15 日、鳥取県に発令されていた新型コロナウィルス感染症による緊急事態宣言が解除されましたが、県境を越えた移動
については継続して自粛が求められています。
そこで、まずは県民が県内を周遊して地元を盛り上げて行こうと「♯We Love 鳥取キャンペーン」が開催されています。
令和 2 年 5 月 16 日（土）～5 月 31 日（日）の期間中、県内のおススメ観光地や飲食店を 2 カ所以上巡って、その場所やお料
理の食レポ、応援メッセージ等を添えて、ハッシュタグ♯We Love 鳥取を付けて SNS（Twitter 又は Instagram）で投稿する
と、抽選で 1090 名に豪華景品が当たりますよー。
★事前に鳥取県観光戦略課の公式アカウント（＠tottoriema）のフォローを忘れないでね。
★抽選で 1090 名に豪華賞品が当たります★
1 等 県内宿泊施設のペア宿泊券 10 組
2 等 県内で使えるお食事券（2 万円相当）30 名
3 等 鳥取県の特産品（1 万円相当） 50 名
4 等 鳥取県の銘菓（千円相当）1,000 名
★当選者には公式アカウントからダイレクトメッセージで
当選連絡を行います。重複当選はありません。
★景品の発送は鳥取県内の住所に限ります。
<問い合わせ>鳥取県令和新時代創造本部広報課

キャンペーンサイト https://www.pref.tottori.lg.jp/243980.htm

住所 〒680-8570 鳥取県鳥取市東町 1 丁目 220 E-mail kouhou@pref.tottori.lg.jp
電話 0857-26-7218 ファクシミリ 0857-26-8308

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

アプリでスキャン！ 福禄寿・恵比寿・寿老人・弁財天・布袋・毘沙門天・大黒天
ゆりはま七福神の足湯めぐりで開運の呪文をゲットしよう！
■今では誰もが持っているスマートフォンの国内所有率は
77％と言われ、電話はもちろんメール、ライン、マンガやゲーム、音楽
や動画を楽しんだりインターネットで情報を得たりと多様な使い方で
私たちの生活を便利にしてくれています。そのなかでも注目されている
のが新しい楽しみ方を生み出してくれる「AR」です。
AR とは「Augmented Reality（オーグメンテッド・リアリティ）
」の略で、
一般的に「拡張現実」と訳され、スマホ越しに見ると“あら不思議！” 現実世界にナビゲーシ
ョンや３Ｄデータ、動画などのデジタルコンテンツが現れ、現実の世界に情報を付加してく
れるという技術なのです。
湯梨浜町には、はわいエリアに 4 カ所、東郷エリアに 3 カ所 神様の名前の付いた足湯があり
多くのお客様にご好評をいただいておりますが、この AR 技術を生かし、さらなる足湯の充
実を図るため、㈱まちかど TV（鳥取市富安 1 丁目）の技術協力を得て湯梨浜町観光協会と
はわい温泉・東郷温泉旅館組合が
コラボし、AR の足湯マップを
操作は簡単
作りました٩(๑> ₃ <)۶♥
3 ステップ
足湯につかると入浴効果と同じ
く体温上昇を促し、血行促進に繋がるだけでなくリンパの流れを
正常化し足のむくみも解消！
心も体もポカポカに、AR で 7 ヵ所の開運の呪文を授かり、もっ
ともっと足湯を楽しんじゃおう♪
➀COCOAR２を
インストール。
②七福神にスマホを
かざすとスキャン開始

七福神が現れてそれぞれの足湯の開運の呪文を
教えてくれるよ♪

※福禄寿・恵比寿、寿老人、弁財天は 5 月いっぱいまで利用
を休止しております。
（お湯を入れていません）
（足湯に関するお問合せ）
③スキャンが終了すると
はわい温泉・東郷温泉観光案内所(0858)35-4052
動画が流れ開運の呪文が！

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

