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会員募集中！！

お肉屋さんの本気カレーを食す

トロピカル ドラゴンカレー

体験ルポ

◆Q.好きな日本の国民食は？A.寿司・おにぎり・味噌汁・うどん・
そばなど色々な答えが返って来ますが、その中でもお子様から大人まで
変わらぬ人気を博している「カレー」
。
総務省の調査によりますと全国で一世帯辺りの購入量と購入金額が一番多いのが「鳥取市」なのだそうです( º∀º )/
もちろん全国一位を目指してカレーを食べているわけではありませんが、カレー好きが多いのは確かなのかもしれませんね。
スーパーに並ぶ多種多様なカレールーに加え、近年 好きな時に一人ずつの分量でしかも短時間で調理できて美味しい”レトルト
カレー“の人気が高まり、年々需要が増えているようです。そして、湯梨浜町にも話題のカレーがありました。
その名も「トロピカルドラゴンカレーw(°0°)w」
。こちらは、現在焼肉温泉企画（旅館に泊まって夕食は鳥取和牛に舌鼓プラン）
でも話題のあかまる牛肉店が開発したご当地カレーで、名前の由来は今から約 20 年より東
郷湖で開催されているドラゴンカヌー大会や鳥取県（主に二十世紀梨）と中国河北省（ヤー
リー梨）との梨繋がりによって交流のある「中国庭園燕趙園」
、入浴施設「ゆアシス東郷龍鳳
閣」
、地元小・中学生を中心にした「龍おどり」
、外観が中国風の佇まいである国民宿舎水明
荘などなど、湯梨浜町の象徴から付けられています。
まさかドラゴンのお肉なのか( ﾟ д ﾟ)ﾊｯ!？！と中身が気になるところですが、ここは牛肉専
門店の本気カレー、旨味成分オレイン酸豊富な「鳥取和牛」の出番です。
早速、観光案内所のお隣さん「山本みやげ店」
（湯梨浜町はわい温泉）で購入。
▲箱を平面にしてみるとドラゴンの姿が！
（もちろんあかまる牛肉店でも購入できます）
「これね、すごいんですよ。お肉の塊がゴロ
っと入っていてコクもあって美味しいですよ」と、お店の方が丁寧に説明をしてくださいま
した。箱は可愛らしいキューブ型で、ハワイらしい南国の植物と優しげなドラゴンのイラス
トが描かれていました。
手に取ると「重たっ！」ずっしりとした重量感です。それもそのはず、箱の裏を見てみます
と「内容量 300ｇ」の文字、そして驚くことにそのうちの半分 150ｇがお肉なのです。
一体中身はどうなっているのか？？早速自宅に帰り、ご飯の準備です。
そうだ、どうせなら新米でいただこうとコシヒカリをスタンバイ。箱から出したレトルトパ
ウチ、ゆっくりとお肉の位置を外側から指で確認しました。
「いる！ここに鳥取和牛が」それも大きいのです。早く姿が見たいところですが、温めなく
てはなりません(*´罒`*) 大きめのお鍋にお湯を沸かし、レトルトパウチを切らずにそのまま熱湯に入れ 5 分～7 分待ちました。
そろそろいいでしょう。いざ炊き立てご飯のお隣へダイブ。お肉が大きいため熱いカレールーが跳ねそうなのでゆっくりと注ぐ
ことといたしましょう。
パウチを切った瞬間、立ちこめるスパイスの香り。脳が刺激されここで一気にお腹が減ってくるのでした。流れ出すカレールー、
まだまだ止まらないルーの滝(*´∀`*)、そして最後にｷﾀ━━━━(ﾟ∀ﾟ)━━━━!!ついに姿を現した主役の鳥取和牛さん。
「でかい・・・」もはやステーキです。
ルーを一口「う～ん、美味しい
」鼻から抜けるスパイシーな香り、ほんのりと甘くサラサラとした風味豊かなルーです。
さて次はお待ちかねのお肉をいただきましょう。まずはスプーンに乗せて重さを実感！
スプーンが見えず宙に浮いているようです。レトルトカレーにここまで大きな塊肉が
入っていたことがあったでしょうか。
おや？この黒いつぶつぶの正体は、“ドラゴンフルーツの種”だそうです。
（名前の通り食材
もちゃんとドラゴンが入っていました♬）サボテン科の果物、ビタミンや食物繊維も豊富なドラゴン
フルーツは女性にも嬉しい食材ですね。
スプーンでお肉がホロホロとほどける柔らかさ。
「うんま((*´ﾟ艸ﾟ｀*))！！！いくつもの
食材をじっくりと煮込んで出来上がったコクあるルーをまとう鳥取和牛。
ご飯との相性も抜群で、ゆっくりと最後まで味わっていただきました。このトロピカルドラ
ゴンカレーのお値段は一箱 1,620 円（税込）一見お手軽に感じられないかもしれませんが、
鳥取和牛のブロック肉を脂や筋を取り除いて仕上げる 150g は至難の業なのだそうです。
お肉のインパクトに感動し一皿食べ終える頃には満足感に変わるご当地カレー「トロピ
カルドラゴンカレー」は湯梨浜町内ではあかまる牛肉店ハワイ店、道の駅はわい内丸勝青果
、山本みやげ店で購入できます。きっと虜になってしまうはず(๑•ω-๑)♥
皆さんもぜひお試しあれ。また、プレゼントにも最適ですよ。
＜あかまる牛肉店ハワイ店＞湯梨浜町田後 1455－1 電話（0858）35－2941（ニクヨイ）
https://akamaru-shop.com/ 定休日/月曜日 飲食もできます★

松崎名物三八市

10/18（日）大盛況にて終了 ありがとうございました

◆10 月の３と８が付く日は「三八市（さんぱちいち）
」
。
０
東郷湖の南東岸に位置する松崎地区は、古くは宿場町として栄え商業も盛んで
倉吉と鳥取を結ぶ交通の要衝だったところです。
NI
江戸時代、湖底から温泉が発見されると湯治場として栄え、明治 37 年には
山陰本線が開通し松崎駅が開設されると商店や問屋、温泉旅館などが
YO
軒を連ね、稲を掛けるための竹や鍬などの農具、日用品や雑貨、野菜などを
売買する「八月市」が開かれ多くのお客様で賑わったそうです。
戦後は名称を変え「松崎市」として３と８の付く日に市が開かれました。 ME
後に、３と８で表現したほうが分かりやすいということで「三八市」と
なりました。
しかし、時代の流れと共に町の衰退や市の活気も低迷し中断していた
のですが、2010 年地元有志により「三八市」が復活！
赤や黒の瓦屋根、伝統的な建物が残る佇まいを鬼が島に見立て、地域
で楽しく元気に活動する女性たちが“ONIYOME”となり地域おこしに
力戦奮闘。鬼嫁が騒ぎ出すとやがて人が人を呼び、今では地域全体で
協力し合いおもてなしの心でイベントを開催しています。
今年はコロナ禍での三八市となり例年よりも日数を減らし 10/3 と 10/18 の 2 日間限定で
開催されましたが、18 日は天候にも恵まれ三八市通りには幟が立ち並び野菜やお惣菜、うど
んにそば、中国のクレープにハンガリーのお菓子、デザートにアクセサリー小物などなど、
近隣から今話題の店舗も出店し、
「気になっていたお品」が手に入るとあって開始前から多く
のお客様で賑わいました。
笑顔がいっぱい！アットホームな手づくり朝市はますます人気が高まる一方で with コロナ社
会の新しい生活様式を実現しつつ、来年は通常開催ができることを願い、三八市だけでなく
自分自身が楽しくやりがいのある活動から達成感を得て、更なる地域振興を目指していきま
す。さあ、あなたも ONIYOME になって一緒に地域を盛り上げてみませんか♬
▲昔の三八市の様子

湯梨浜町観光ガイド
養成講座①

開講式/橋津藩倉について

◆湯梨浜町では平成 26 年から観光ガイド活動を展開し、お客様へまちの歴史や伝統
文化、自然景観などを紹介・案内しています。
現在 17 名が登録されていますが、既存メンバーも含めた更なる意識の向上やスキル
アップを目指し今年も湯梨浜町観光ガイド養成講座を開講いたしました。
10 月 15 日（木）には橋津公民館を会場に第一回目の講座が開かれ、新規受講者も含め
た 10 名が参加。簡単な自己紹介のあと、ガイドの会 田渕会長を講師に、江戸時代
▲橋津藩倉の全景写真
鳥取藩の年貢米を集積・貯蔵していた米蔵である「橋津藩倉」の研修をしました。
◆湯梨浜町橋津地区は、東郷湖から日本海に通じる橋津川の河口付近に集落が広がり、水路沿いは舟による物資の集結地として
重視され、鳥取藩における主要な港町だったところです。
17 世紀の半ばに初めて鳥取藩の御蔵が置かれると、それまで小さな漁村であった橋津村は一変。一躍重要な役割を任されること
になったのです。わずか数年後には村の規模は急速に拡大、最盛期には 15、16 棟の藩倉が
設置され 5 万俵もの米を貯蔵することができたのだそうです (((;°Д°;))))
（1 俵は約 60 ㎏です）
鳥取藩は 12 ヵ所の藩倉を置き、鳥取・倉吉・米子の３カ所には藩士に与える俸禄米、他の
９カ所は「灘倉（なだぐら）
」と呼ばれ大坂や江戸で売却する米を保存しました。
橋津藩倉はこの「灘倉」にあたり、最も規模の大きいもので、藩倉を守護するため台場も築
かれたのでした。
明治に入ると、廃藩置県と共に藩倉としての役目を終えましたが、一部の建物が改修され、
橋津尋常高等小学校の校舎として利用されました。
その後、地租改正により圧迫された農村経済を改善するため豪農有志による共同倉庫が設
▲橋津公民館での開講式
「御年若干 90 歳の土井吉人です」
と、 立され、橋津藩倉の建物や敷地を拠点として金融・倉庫業が営まれ、その利益は窮困する農
・・
民を援助する慈善事業に活用されたということです。
お元気な自己紹介に温かい拍手。
後に、山陰本線が開通すると海上輸送は衰退し、農業倉庫として利用した一部を除き建物は
徐々に解体されていきました。
現在「古御蔵」
「片山蔵」
「三十間北倉」の 3 棟が残されており、江戸から明治にかけての藩
政時代の御蔵が残っているのは、全国でもわずか 4 カ所（鳥取県湯梨浜町、岩手県盛岡市、
熊本県宇土市、熊本市川尻）のみとなっており、橋津藩倉は江戸時代の経済・交通輸送の歴
史を考える上で貴重な歴史的建造物です。水路に沿ったかつての街道は、問屋や商店がひし
めき合い、港町の賑わいは相当なものだったことでしょう。
説明を聞いているうちにその時代にタイムスリップしたような不思議感覚に (灬 ºωº 灬)
▲片山蔵の中に所蔵された写真を
見ながら説明を聞く参加者
古に思いを馳せながら想像力をかきたて追及することに、歴史の楽しみ方があるようです。

現在橋津藩倉は、町が管理し勉強会の開催や地域のボランティアによる草刈り等も行われ県指定保護文化財として大切に保存
されています。

▲古御蔵

▲片山蔵

▲三十間北倉

湯梨浜町観光ガイド
東郷湖の自然を知ろう
養成講座②
東郷湖周辺お散歩ガイド/自然編 水辺の部
◆2 回目の講座のテーマは「東郷湖の自然」
。
今ではすっかりお馴染みになった「東郷湖周辺お散歩ガイド 自然編 野鳥の部」
に引き続き、2020 年 3 月には「東郷湖周辺お散歩ガイド 自然編 水辺の部」が完成し、ガイドの会
メンバーでもある“漁師のおっちゃん”中前雄一郎さんを講師に、東郷湖周辺の水辺の生きものを通じて自然の素晴らしさや魅
力を再発見し皆で守り育てていく研修を行いました。
観光案内所に集合し座学にて解説後、実際に湖や川に出掛けて魚を観察( ◌•ω•◌ ) 最初のポイントである東郷湖羽合臨海公園
浅津公園では、入門編として「たも網の正しい使い方」から始めました。これがなかなか難しい。
作業効率を上げるためには道具を正しく使うことが大切なのですが、
「あれ？おかしいな。
もう一回」簡単なことなのですが、大人になった今では遠い昔の記憶。作業にいきなりつまづ
いてしまい、本当にこれで東郷湖の魚が観察できるのか不安にもなってきました。
湖からの水路、草が茂った辺りに狙いを定めて、ふわっと網を入れ網の先 1m から長い棒で
ガ
ガサガサと生き物を追い込みました。そっと引きあげた網の中は？
「だめだ、何もいない」2 回目、
「おかしいな、いない。
」久しぶりの落胆に自分自身が“本気
の研修”をしていることに気が付くのでした( ´;ω;` )
「いた！！」という声に皆が反応。早速観察ケースに入れてみますとテナガエビが数匹いるで
はありませんか。テナガエビは淡水域や汽水域に生息するエビで、５対の脚のうち、第 2 対
目が長く発達することから「手長エビ」と言われていますが、本当は足長エビということにな
るのでしょうか(*´罒`*)
東郷湖には年中いますが、一般的に初春から夏の終わりころまで網ですくったり釣ったりし
て東郷湖のテナガエビ捕りは夏の風物詩として人気があります。しかしその他は網に入るこ
とはありませんでした。10 月半ばを過ぎますと水温も下がり、魚たちは自分の生活に適した
水域に移るため水辺での観察は難しくなってくるようです。
次のポイントは湯梨浜町のパワースポットである宮戸弁天。場所は知っていても車から降りて参拝
するのは初めてだという参加者もおられました。
湖岸に突き出たこんもりとした緑地 宮戸弁天は、宮内の七弁天の一つとして知られ古くから伯耆国
一ノ宮の七弁天と称して地内の水辺七ヵ所に弁天様が祀られていたといわれていますが、現在祠が
残っているのはここだけ。弁天様に限らず、戦国時代火災などにより消失したものは江戸時代に
大名などにより再興することが多いのですが、この七弁天のあと六つは江戸の頃より不明なのです。
その昔、倭文神社のご祭神下照姫命のおつかいである白蛇が、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、その小島にはお湯が湧いていたので龍のように見えた蛇の島→「龍の湯の島」
「龍湯島」
、｢龍の頭の島｣「龍頭島」
、
「龍が渡る島」
「龍渡島」などと呼ばれ、現在は「龍島（りゅう
とう）
」と呼ばれています。
また、鳥居や島の向きにも注目してみますとこの辺り一体は、湖であり島だったことがうかがえます。
（船着場の跡もある）昔は、宮戸弁天付近の山の上に広がる梨畑からエンジン付きのケーブルを
使って梨の荷を下ろし、宮戸弁天船着場から小船で自宅へ運んでいたそうです。
湖畔に民家が多い地区は河岸整備され、人の手により風景を造り出しているなかで、この辺りは民家
もなく、水辺の生き物の住み家である豊かな環境があります。芦が昔のままに成育し、宮戸弁天と共
に最後に残された貴重な東郷湖の風景なのです。車で通っても、ウォーキングしても「何もない場所」
と思って通るのではなく、大きな岩や船着場の跡などいろいろと想像してみるのも面白いものです。
ちょうど宮戸弁天周辺の草刈りをされていた町内の男性に話を聞くことができました。ご自宅は倭文
神社のお膝元にあり、昔田んぼだったこの地を定期的に草刈りし、宮戸弁天を御守りしてなんと 40 年になるのだそうです。
お社も元々ははみかん箱くらいの小さなものだったそうですが、
「これは尊い神様だ」ということで整備することになり現在の
お社に姿を変えたということです。テキストにはない地元の方のお話は、本当に面白く説得力もありますね。
さて、肝心のお魚は？弁天様に見守られながら釣り竿の糸を垂らすと・・・。なかなか反応がありません。と、その時！講師の
中前さんの竿にヒットが(๑•`ㅂ•´)✧و魚の小冊子で確認してみると「ウロハゼ」と「マハゼ」であることがわかりました。
その後何も起こらず、と諦めかけた時「きましたね」と落ち着いた参加者の小声が。水明荘がかつて観光客用に使用していた借
り物の釣り竿は大きくしなり、急いでたも網で掬いました。
「ギンブナ」です。今では食することはほぼなくなってしまいまし
たが、フナは池のご馳走でもありました。
まちの自然も大切な文化財、観光ガイドの幅が広がったのはもちろん、東郷湖の魚に触れ 生態系を知り、豊かな自然環境の保
全には何が出来るのか。まずは身近な暮らしの中から見つけてみようと思います。

湯梨浜まちゼミ

開催中！

開催期間 10/13(火)～11/22(日)

◆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全国各地
で行われますます人気が高まっています。
今年はコロナ禍での開催となるため、店、参加者共に感染予防に
しっかりと対応した新しい形での開催となります。
湯梨浜町のまちゼミは今年で 4 年目。
「つくる」
「まなぶ」
「きれ
い」
「健康」ジャンルに分けられた 18 講座 55 回で開催中です。
気になる講座がありましたら、まずは店舗に問い合わせをして
みましょう。
手作りでアットホーム、少人数制のため質問もしやすく参加者
同士のコミュニケーションも楽しいですよ。
＜湯梨浜町商工会＞（0858）32－0854

忘新年会は

はわい温泉
東郷温泉

湯梨浜イベント情報
「ゆりはま健康ウォーク」参加者募集中
コロナに負けるな！済州オルレ友情の道協定締結記念ウ
ォークとして、ゆりはま健康ウォークが開催されます。
ひんやりと澄んだ空気の中、自然豊かなルートを歩いてま
ちの魅力を再発見しませんか。
[開催]11 月 14 日（土）

[会場]ハワイ夢広場（集合・ゴール）
A コース
済州オルレ友情の道「歴史と神話の道コース」14 ㎞
＜受 付＞8:30～9:00
＜開会式＞9:00 終了後スタート
B コース
健康づくりの道「出雲山へてくてくの道」コース 5 ㎞

へどうぞ

「節目のお楽しみ」
「頑張っている
自分にご褒美」
「久しぶりに会う仲間
と」
「いつも支えてくれる家族に」
落ち着いた空間で美味しいお料理に
舌鼓。プラスお楽しみの温泉入浴で
すっきりとした気持ちで一年を締め
くくりませんか(*ฅ´˘ฅ`*)♡
気になっている貴方、ちょっと迷っている貴方にお得な情報で
す！只今「プレミアム付ゆりはま商品券」を販売中です。

＜受 付＞10:00～10:30
＜開会式＞10:30 終了後スタート
★最終ゴール 13:30（自由解散）
※開会式は密にならないよう間隔を取りマスク着用。

＜定 員＞200 人 定員になり次第締め切ります
＜参加費＞1,000 円 高校生以下無料
※記念品は有料参加者のみのお渡しとなります。
＜対 象＞鳥取県在住者及び鳥取県内の事業所に勤務の方
GOTO キャンペーンとの併用も可能な商品券を使ってもっとも
っとお得に施設を使用しましょう。
どちらもお得ですが、旅館メインで使い切ってしまうのならまず
は B がオススメ。飲食店で使用するのなら A を購入してくださ
い٩(๑> ₃ <)۶♥どちらも 500 円券の綴りなので使いやすいです
よ。
（おつりはでませんのでご注意ください）
【平日販売】湯梨浜町商工会/湯梨浜町龍島 501－1
9 時～17 時 TEL（0858）32-0854
【土・日・祝販売】はわい温泉・東郷温泉観光案内所
湯梨浜町はわい温泉 5-22 9 時～17 時
TEL（0858）35-4052
使用期限/令和 3 年 2 月 5 日（金）
「プレミアム付ゆりはま商品券 B」取扱宿泊施設一覧
★宿泊、食事、日帰り入浴、施設内の売店でのお買い物に利用できます。
はわい温泉/望湖楼、ゆの宿彩香、千年亭、羽衣、旅館水郷、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/湖泉閣養生館、国民宿舎水明荘

＜記念品＞ゆりはまウォーキングプロジェクト・げんき梅
シリーズセット＋ゆりはまウォーキン
グオリジナルマフラータオル
＜お弁当＞天女からの贈り物弁当
（税込 870 円）を事前予約注文できます。
＜申し込み方法＞
➀申し込みチラシで郵便振替申し込み
②受付窓口にて事前申込
▲写真商品数点の組み
窓口で参加費をお支払いください。
合わせとなります。
お申込みには、住所、氏名、連絡先、
年齢、性別の記載が必要です。
応募締切/11 月 9 日（月）まで
●申し込み問合せ●
NPO 法人未来（〒682-0826 倉吉市東仲町 2571）
TEL（0858）24－5725
FAX（0858）27－0101

●その他受付窓口●
Café ippo
TEL（0858）35－6161

▲旬の素材を使用した
お弁当です。

湯梨浜町役場健康推進課
TEL（0858）35－5375

谷本耕治
お腹いっぱい蟹を食べたい人、お鍋で温まりたい人。各お宿とも趣向を
凝らしたお料理で皆様のお越しをお待ちしております。

＜宿泊の問い合わせ＞はわい温泉・東郷温泉旅館組合
（0858）35－4052

」

★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

