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湯梨浜町観光協会
はわい温泉
東郷温泉

会員募集中！！

～知られざる温泉発見の歴史～

東郷湖に湧く“温泉”発見から現在に至るまでその歴史を辿っていく温泉物語 後編。
前編では、東郷温泉よりも古い龍湯島温泉の賑わいから養生館創業までを紹介しました。
後編では、浅津温泉の発見、温泉地の発展から現在までを紹介します。

多くの著名人が来訪/養生館
山枡直好が泉源開発を行ってから 12 年後の明治 17 年、園太郎の代で現在の旅館 養生
館を創業しました。園太郎はその後、東郷川に橋を架け、対岸に 130 畳敷きの大広間
を建設。明治 37 年 3 月に松崎駅が営業を開始すると列車を利用するお客様が急増し、
明治 42 年にかけて因幡・出雲・岡山・京阪神方面から年間 1 万人前後が養生館を訪れ
るなど大変な賑わいを見せたといいます。
養生館には明治から昭和期にかけて、大隈重信、後藤新平、下村海南、尾崎行雄などの
▶東郷川の対岸に建てられた養生館の
政治家や、田山花袋、生田春月、小泉八雲、志賀直哉、幸田露伴などの文人といった
130 畳敷大広間（明治 43 年写真）
多くの著名人が来訪しており、旅行記や小説にも養生館や湖畔の情景が描写されています。
平成 30 年 6 月にお亡くなりになった６代目当主山枡義人氏は生前、養生館に来訪された文人墨客の書物を集めては養生館の記
述を抜粋し、1 冊にまとめ上げておられました。将来は、宿の空き部屋を利用して歴史ある養生館に残る所蔵品と共に、展示室
を作りたいと夢を語られていた姿を今でも鮮明に覚えています。

浅津温泉の発見/明治 35 年～36 年に発見か
一方、浅津温泉（現在のはわい温泉）はというと、慶応 2 年（1866）湯村幸助は湖底から湧き出す温泉
を集めて船の上で入浴してから 20 年後の明治 19 年、本気で温泉開発に取り組むことになりました。
付近一帯を埋め立てて上浅津の湖岸で掘削を行い採湯に成功。明治 27 年頃には近くの敷地を求めて温泉
を掘ってみたところ見事成功、本格的な「幸助湯」の再現をはかりました。
その 4、5 年前、地元の青年 4 人が水田に灌漑用水井戸を掘っていたところ、約十三間（24）のところ
で突然お湯が出始めたことにも着目し、今度は舟どおし（船が通るための専用通路施設）の横を掘ってみる
と熱いお湯が噴出(´⊙ω⊙`) 浅津温泉（現在のはわい温泉）はここから始まったと言えるようです。
しかし、
「東伯郡誌」には明治四十年 湖ノ北岸浅津村に浅津温泉アリ、浅津温泉ハ明治三十五年五月ノ
発見ニ係ル、共ニ（東郷温泉）塩類泉ニ属スと記されているように、発見時期については諸説ある
▲明治 6 年「鳥取県一覧表」
ようです。
「鳥取県統計書」の「温泉」のページには、明治 34 年～36 年発行のものに、
「伯耆の国に 温泉の部
引地の湯（河村郡引地村（旧東郷町）
）のものは載せられていますが、浅津温泉は掲載されていません。
これが明治 37 年になると浅津ノ湯 東伯郡浅津村大字上浅津村 温度/上部 五九．〇度 下部 四五．〇度 泉質/塩 主治/消
化不良、慢性胃加答兒（まんせいいかたる）
、慢性胃潰瘍、食思缺乏（しょくしけつぼう）
、胃壁弛緩及幽門狭窄ノ有無ニ論ナク
…（略）と記されており、対岸の東郷の湯は、引地ノ湯/東伯郡東郷村大字引地村 温度/上部 四〇．〇度 下部 四六．〇度 泉
質/硫黄 塩 松崎ノ湯/東伯郡松崎村大字松崎宿 温度/二十五・〇度 泉質/硫黄と記されています。
どうやら湯梨浜の温泉は胃腸や消火器系の病気に効果があるとされているようです( *ﾟｪﾟ))ﾌﾑﾌﾑ
記録としてはこの頃ですから、浅津温泉発見は明治 35 年～36 年ということになります。
何だかモヤモヤが残りますが、引地あたりでも“記録”や“登録”がなければはっきりとした時期が
わからないように、あとは全て人伝てに語り継がれていくものなのかもしれません。

温泉旅館の発展/松崎温泉・東郷温泉フィーバー♬
引地や浅津の温泉発見から遅れること数年後の大正 2 年、松崎青年会はまだ温泉が出ていなかった
松崎駅前周辺で温泉掘削に挑み、新温泉を掘り当てることに成功！
この頃、東郷湖の埋め立てや温泉掘削に関心が高まり、土地の思惑買いが始まり、大正 13 年には
大学教授や地質学者が温泉調査に相次いで訪れました。
合わせて日本の主要な鉄道網が整備されたことで旅行ブームに拍車がかかり、大正 15 年には田ん
ぼからわずか 80 ㎝のところで 46 度の新たな源泉が発見され、町中の大評判となり、駅前は大変
賑わったということです。それ以来、駅前周辺では温泉の試し掘りが次々と行われ、新しい旅館が
次々と営業を始めていきました。温泉の呼び名は「松崎温泉」
。
松崎駅を降りた浅津温泉のお客様は、松崎の船着き場から定期船に乗って浅津へ。最盛期にはこの
航路が、なんと「県道」に認定されていたというから驚きです（ﾟﾛﾟ）昭和初期までは「東郷温泉」
と「松崎温泉」の二つの呼び名で親しまれましたが、昭和 28 年の町村合併で「東郷町」が誕生し
てから「東郷温泉」と呼ばれるようになりました。
急速に発展した松崎ですが、当時は駅前と松崎一区・2 区辺りに 10 軒近い置屋があり 30 人にも
及ぶ芸者さんが舞踊や三味線・歌などを披露し、花柳界の灯に誘われたお客様のそぞろ歩く下駄の
音で大変賑わったということです。

♫東郷良いトコ一度はおいで（ア ドッコイショ）他にないぞえ（コーリャ）鶴の池（チョイナチョイナ）
♫鶴の池では鰻が本場（ア ドッコイショ）赤と黒との（コーリャ）鯉もいるよ（チョイナチョイナ）
♫鯉のお刺身美人のお酌（ア ドッコイショ）お舟流して（コーリャ）一ノ宮へ（チョイナチョイナ）
♫一ノ宮から湯島を見れば（ア ドッコイショ）恋し恋しの（コーリャ）湯女もいるよ（チョイナチョイナ）
♫湯女が招けばやるせがないが（ア ドッコイショ）そこは船頭さんの（コーリャ）心意気（チョイナチョイナ）
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
どこからともなく聞こえてくる替え歌に、古き良き昭和ロマンを感じます(*´∀｀*)・:*:・

はわい温泉の宿開業
＜明治 45 年＞松崎駅から望めば、眼前に一大湖水のよう漾々たるを見るべし、これを東郷池とす。地形鶴翼を張るが如し、因っ
て名づけて鶴湖と云ふ。風光明媚多く比すべきものはなし。湖畔十勝あり。…春晨秋月、夏風冬雪、四季の眺望に適せざるはな
し。況んや湖畔霊泉の噴出すること別項説く如し。遊子山陰に来る、必ず忘る可からざるの勝景なり。(温泉案内書より)
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東郷温泉

東伯郡松崎村
塩類泉及硫黄泉 110度及至150度

松崎駅に接近せる東郷湖に在り

浅津温泉

東伯郡浅津村
硫黄泉

松崎駅より東郷湖上十丁余舟揖の便に在り

113度及至118度

温度 150 度？！

…東郷に在る旅館の大なるを養生館と称し、浅津にあるもの旭館を第一とす。湖中鯉、鮒及鰻を産す。夙に東郷鰻の名を上国馳
す。…温泉案内書の中にはわい温泉では旭館（現在の千年亭敷地内社員食堂の建物辺り）が最初の開業とありますが、実際には
①日進館/明治 32 年 4 月開業現在の千年亭②旭館③東郷館/明治 38 年 8 月④日ノ出館⑤山陰ホテル⑥北条館⑦杉本館
⑧竹内別館⑨永楽亭⑩望湖楼/昭和 6 年開業⑪浅津苑/昭和 28 年 8 月開業現在のゆの宿彩香⑫山本旅館/昭和 55 年 2 月開業現
在のビジネスホテル山本⑬若木旅館⑭銀泉⑮睦荘/昭和 35 年開業⑯休養センター湖畔荘⑰なぎさ園⑱待舟荘⑲寿美の家
⑳翠泉/昭和 42 年 10 月開業㉑羽衣/昭和 44 年 6 月開業㉒宝荘㉓湖風荘㉔しらさぎ荘㉕ニュー高橋㉖羽合聚楽㉗旅館水郷/昭
和 46 年 3 月開業㉘旅荘扶美㉙別館湯乃島/昭和 47 年 12 月開業㉚旅館水島㉛鯉の湯/昭和 53 年 11 月
開業㉜湯の里㉝鹿鳴館/令和 2 年開業となっています。
（赤字は現在営業中）
令和 2 年 7 月現在、東郷温泉の養生館/明治 17 年開業、国民宿舎水明荘/昭和 32 年 10 月開業 と
合わせて 13 軒の旅館があり、自家源泉を持つ「はわい温泉羽衣」と「東郷温泉養生館」以外のお宿も
全て 100％源泉かけ流しとなっています(*ˊᵕˋ*)੭ ੈ❤︎
現在、はわい温泉・東郷温泉では限られた温泉資源を有効に活用するため、集中管理・集中配湯を行って
います。これは、湖中の泉源から湧出した温泉水をタンクで混合して、足湯や旅館等に温泉を供給する
システムで、現在湯梨浜町には 17 の主な源泉があり源泉のメンテナンスを担当している矢倉ボーリング
合資会社/湯梨浜町長江）協力のもとモーターボートで普段見ることのできない湖中源泉の様子を見学する ▶昭和の頃/望湖楼
ことができました。源泉の大きさによっていろいろな形状がある中で、共通して言える
のは空気に触れる架台部分は錆びて劣化しやすいということ。
そのため約 10 年に一度は修繕が必要となり、また架台下のポンプと揚湯管も 3 年～
5 年おきに取替えなくてはならないそうです。と、話を聞いている目線の先に・・・
休止中の源泉架台に鳥の巣が(⁎˃ᴗ˂⁎)
▶東郷湖から眺めるはわい温泉望湖楼左と ボートが近づくと 30 羽以上いた鳥たちが“何の騒ぎだ！”と言わんとばかりに一斉に飛
び立ち、残されたカワウのヒナたちが心配そうにキョロキョロとこちらを見ていまし
千年亭右（2020 年 6 月撮影）
た。次に見た東郷温泉湖中泉にはアオサギのヒナが。可愛いようでも鳥の糞等も錆びの
原因となってしまうのです。
東郷温泉初見の記録から今年で 228 年、はわい温泉・東郷温泉
は今日に至るまで様々な歴史とストーリーがあり、多くの人々
に愛され親しまれてきました。
今後も自然の恩恵に感謝しながら、先人たちが守り築いてきた
貴重な資源や人を大切にし、絶やすことなく後世に受け継ぐ努
力を続けていきたいと思います。
▶⑦羽合温泉管理協同組合 3 号泉（休止中）
一度と言わずに二度三度♫
▶⑩湯梨浜町湖中泉（２） 川鵜が巣を作り、ヒナがかえっていました
(๑•᎑•๑)鳥は安全な場所を知っていますね。
東郷温泉
ハァ 待っとりますけん 来て欲しい～♪（ハワイ音頭より）

<湯梨浜町の源泉一覧最新版>
下東郷湖中と陸上の源泉地図
右源泉名と配湯先

番号

場所

温泉

温度

➀

㈱羽合温泉協同開発事業団

原泉名

湖中

はわい

55度

②

羽合温泉管理協同組合公社1号線

湖中

はわい

63.7度

③

ゆりはま温泉公社泉2号線

陸上

はわい

26度

④

羽合温泉管理協同組合4号線

湖中

はわい

47.7度

⑤

羽合温泉管理協同組合1号線

湖中

はわい

49.7度

55度

配湯先
上浅津集落、ハワイゆ～たうん
はわい温泉旅館、ハワイ信生苑、ハワイ信生荘、信生ゆりはま
の里、一部民家、母来寮、足湯（寿老人、福禄寿、恵比寿）
休止中
はわい温泉旅館、ハワイ信生苑、ハワイ信生荘、信生ゆりはま
の里、一部民家、母来寮、足湯（寿老人、恵比寿、福禄寿）
はわい温泉旅館、ハワイ信生苑、ハワイ信生荘、信生ゆりはま
の里、一部民家、母来寮、足湯（弁財天）
はわい温泉旅館、ハワイ信生苑、ハワイ信生荘、信生ゆりはま

利用開始年月日
昭和53年頃
昭和60年11月1日
平成5年6月
昭和53年7月10日

昭和44年6月21日

⑥

羽合温泉管理協同組合5号線

陸上

はわい

⑦

羽合温泉管理協同組合3号線

湖中

はわい

⑧

羽合温泉管理協同組合6号線

湖中

はわい

73.7度 はわい温泉旅館、社会福祉施設、一部民家

平成19年9月28日

⑨

羽衣（JA共済連鳥取）

陸上

はわい

49.8度 羽衣

昭和46年4月6日

の里、一部民家、母来寮、足湯（寿老人、恵比寿、福禄寿）

昭和42年2月21日

休止中

80度

温泉スタンド、ル・サンテリオン東郷、レークタウン東郷、

⑩

湯梨浜町 湖中泉（2）

湖中

東郷

⑪

湯梨浜町 湖中泉（1）

湖中

東郷

⑫

養生館

陸上
陸上

東郷

⑬

㈱東郷温泉振興4号泉

陸上

東郷

⑭

㈱東郷温泉振興2号泉

陸上

東郷

85.8度 旭・龍島集落、一部民家、東湖園、寿湯、地区の共同浴場（旭 昭和42年
東温泉組合・松崎消費生活協同組合）、平成28年10月より地熱
89.5度 発電二次利用/温度71度 (水明荘、ゆアシス東郷龍鳳閣へ）
昭和42年

⑮

㈱東郷温泉振興3号線

陸上

東郷

79.9度 休泉中

⑯

㈱東郷温泉振興1号線

陸上

東郷

83.4度 休泉中

⑰

名越本店

陸上

東郷

東郷湖畔保養組合、レークサイド・ヴィレッジゆりはま

昭和53年10月31日

鳥取中部地震により水没
68度
94度

養生館

個人宅のため非公開

不明
平成26年頃

さつま芋畑の株主になろう

中央公民館羽合分館

■中央公民館羽合分館の大人気企画「さつまいも畑の株主になろう」が 6 月 21 日
（日）上浅津で行われ、15 組の参加者がさつまいもの苗を植えました。
この企画は一昨年初めて開催されて大盛況。今年も募集からわずか 2 日で定員になった
とのことです。参加者は、上浅津農事センターに集合し、歩いて畑へ。公民館担当者から
苗の取り扱い方、植え方、水のやり方の説明を受け、自分のエリア
（1 区画 5 株）に名前やイラスト入りの看板を立て、芋の付き方を
考えながら丁寧に植え付けました。
さつまいもの苗は一般的に「斜め植え」と「垂直植え」があります
が、今回は行ったのは、根が横に長く伸びて細長い芋ができる
「斜め植え」
。植え穴の底に苗をねかせるように置いて土をかぶせ
て軽く押さえ、最後に水をたっぷりとかけました。
親子で参加していた小学生は土の中から出てきた虫に驚きながらも
自然の中での体験をしっかりと楽しみ「大きい芋が育って欲しい」
と、目を輝かせていました。10 月にはまたこの参加者で芋掘り
体験企画をする予定です。
この企画は一昨年初めて行われ、

夏のおもいでモニュメント とまり色に染まれ
■漁村の原風景が残る湯梨浜町泊地域に「夏のおもいでモニュメント」が設置され、6 月 27 日
（土）除幕式が行われました。
制作者は日本を代表する彫刻家 吉野毅（たけし）氏で、東京麹町四丁目交差点の「夏の想い出」
ブロンズ像と同じ制作者です。麹町のものは釣り竿を手に持つ幼い男の子で“裸ん坊”。
そのため、地域の人が毎月手作り衣装などを着せ替えしておられ、通りを行き交う人々の目を
楽しませています.
泊地域のブロンズ像も、地域の人はもちろんこの地を訪れる人に愛され、親しまれ、いつしか
とまり色に染まることでしょう。冬にはマフラーを巻いた姿が見られるかもしれません。
男の子が持っている棒は、釣り竿なのかあるいはチャンバラ遊びの棒なのか？吉野氏によると
明らかにはしておらず、見る人それぞれの感じ方でいろいろな想像をして欲しいということで
す。除幕式には泊貝がら節保存会による「泊貝がら節」が披露され、威勢の良い太鼓の
音と哀愁漂う踊りに、帆立貝が発生し港が賑わった頃の情景が思い浮かぶようでした。
あさひこども園の皆さんによる「おさかなたいたいたいそう」の踊りでは、会場が
温かい空気に包まれ、笑顔と共に目を細めながら手拍子と拍手で園児に“花まる”を
送りました。
同時開催された「ゆりはマルシェ」
「定置網鮮魚即売会」も大盛況！牛骨焼きそば、
釜あげしらす丼、マラサダドーナツなどなど。ご来場のお客様に湯梨浜のグルメを
集めたお料理やスイーツを楽しんでいただきました。

■毎年恒例となった東郷小学校 3 年生の総合的な学習「百年樹大袋掛け体験」が 6 月 24 日（水）湯梨浜町久見で行
われました。この百年樹は、湯梨浜町の二十世紀梨栽培を物語る古木で梨栽培の経験豊富な「百年会（山田会長）
」を
中心に大切に管理されています。
114 年経過した現在でも多くの実をつけていますが、樹勢なども考慮した負担のない手入れと
管理に余念がありません。摘果の際、一般的な二十世紀梨より実の間隔を広くとったり、百年樹
木
の周りに 2 世の苗木を植え、将来実をつけることが困難になっても株だけを残し接ぎ木して後
世に残す準備をしています。また、整枝・剪定など作業の省力化や早期成る園化が同時に可能と
なるジョイント栽培も導入し、梨どころ湯梨浜町に住む若い世代に梨栽培の楽しさや可能性を
伝えようと尽力されています。
大袋は小袋と違って、留め金をしっかりと巻いて仕上げなければ虫が入ってしまいます。
児童たちは、一人 5 枚の大袋に自分の名前を書き、慣れない体勢に苦戦しながらも児童からす
ればおじいちゃん世代の百年会メンバーに優し
く指導を受けながら、小袋の上から丁寧に大袋
▶おじちゃんと僕
を掛けていきました。
「この人、僕のおじいちゃんだよ」その中には、なんと本物のおじい
ちゃんとお孫さんペアもあり、家庭とはまた違った新鮮な感覚で体験
ができたようです。
こうして 2 回の袋掛けを行うことで、果実を汚れや病気から守り、
青梨特有のなめらかで美しい肌に仕上ることができる上、袋の中の
温室効果で梨の育成を促進するという効果もあるのです。
「難しかったけど、楽しかった。早く美味しい梨が収穫したい」と
9 月中旬の収穫日を楽しみに、目を輝かせていました。
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夏の背景は「海」がイイ

Welcome to HAWAI beach

in japan

■今年も海水浴のシーズンがやってきました。
ハワイ海水浴場では鳥取県のガイドラインに沿って感染防止に努め、快適な時間を過ごしていただけるよう努めてまいります。
どうぞ皆さまのご協力をよろしくお願いいたします。
※うの海水浴場は、今年度営業をいたしません。駐車場も使用できませんのでご注意ください。

ハワイ海水浴場
■白い砂浜、青い海。シュロの街路樹が hawaii を思わせる日本のハワイ
ビーチ。
広くて開放的な海の家で食べたい定番メニューは、ラーメン・焼きそば・
カレーうどんにかき氷♡ “海とかき氷”はインスタ映え間違いなしです。
その他テイクアウトも OK ですよ。温水シャワー５室（有料）や水シャワー
（無料）
、更衣室６室（無料）も完備。休憩スペース（有料）でゆっくり
するのもよし。岩付近では小魚やカニの姿も見られ、磯遊びも人気です。
クールダウンやお食事に海の家をどうぞご利用下さい。
※コンプレッサーの貸出しあり（無料）
※レンタル浮き輪・パラソル・ボードあり（有料）
[開設期間] 7 月 11 日（土）～8 月 17 日（月）
[監視時間] 9:00～16:00
[駐車料金] 1,000 円（P100 台）
[休 憩 所] 1 棟 大人 600 円/小学生 300 円

海の問合せ Q＆A/湯梨浜町観光協会(0858)35-4052
Q 今日、海水浴場はやっていますか。A 海水浴場の開設期間中、天候不良で休業する場合はハワイ海水浴場から連絡が入り
ますので 9 時頃お電話いただければお答えできます。
Q クラゲはいますか。A 基本的には海にクラゲは年中います。お盆の頃に発生するというのはその頃に大きく成長して目立つ
からなのです。クラゲ対策用の日焼け止めを塗ったり、ラッシュガードなどを着用し肌の露出を少なくするなどの対策をお勧め
します。もし刺されてしまったら、絶対に「擦らない」こと「必ず海水で洗い流す」ことが大切です。
Q 犬と一緒に行ってもよいですか。A 海の家での利用はご遠慮いただいておりますが、海岸では他のお客様に配慮をしていただ
きながら海をお楽しみください。
Q 海の家には持ち込みをしても良いですか。A 海の家ご利用の場合は持ち込みも OK ですが、ゴミの持ち帰りにご協力ください。

宿泊のお客様必見！海の駐車場代(1,000 円)が無料になります。
★7 月 11 日（日）～8 月 16 日（日）の期間中、はわい温泉・東郷温泉にご宿泊のお客様を対象に、
ハワイ海水浴場駐車場無料券を発行します。
（無料券 1 枚につき、お車１台分利用可）ご宿泊＆海水浴で
夏の楽しい思い出をどうぞ。チェックアウト後に海水浴場ご利用のお客様は、お宿から発行した
無料券をハワイ海水浴場へお持ちください。チェックイン前に海水浴場をご利用のお客様は、
お手数ですが一度宿泊のお宿にお立ち寄りいただき、無料券をお受け取りください。
無料券の有効期限は 8 月 17 日（月）です。
＜はわい温泉＞望湖楼・千年亭・ゆの宿彩香・羽衣・水郷・別館湯乃島・翠泉・東郷館・
民宿鯉の湯・ビジネスホテル山本・鹿鳴館＜東郷温泉＞国民宿舎水明荘・養生館
問合せ/はわい温泉・東郷温泉旅館組合 0858-35-4052

夏休みは燕趙園であそぼう！

こども縁日

ジャンボヨーヨーつり
（1 回 200 円）

でかっ

かき氷販売
わなげ
（1 回 100 円）

＜期間＞8/1・2・8・9・10・11・12・13・
14・15・16 の 11 日間
こども縁日を開催します。散策が 2 倍楽し
くなる燕趙園スタンプラリーは 8/1～16 日
まで毎日開催します。全て集めると景品がも
らえるよ♪
門をくぐったら“ワクワク”が止まらない♪
夏休みは中国庭園燕趙園へ GO！！
＜中国庭園燕趙園＞
入園料/大人 500 円 小人 200 円
開園時間/9:00～17:00
（0858）32－2180

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

