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湯梨浜町観光協会

会員募集中！！

県内温泉地では初！はわい温泉・東郷温泉エリア

安心観光・飲食エリア宣言セレモニー
◆「安心観光・飲食エリア」とは、自主的に新型コロナウィルス感染症の
感染拡大対策を徹底する観光地や飲食店街の団体と、県・市町村が連携し、
安心して観光や飲食を満喫できるエリアを創出しようとする鳥取県独自の取り組みです。
この度、大山寺エリア、鳥取砂丘エリアに続き「はわい温泉・東郷温泉エリア」として 2020 年
安心観光・飲食エリア
10 月 30 日 はわい温泉・東郷温泉旅館組合、湯梨浜町観光協会と鳥取県、湯梨浜町が安心観光・
参加店舗の目印ステッカー
飲食エリア協定を締結。12 月 7 日（月）はわい温泉・東郷温泉エリア/安心観光・飲食エリア
（はわい温泉・東郷温泉エリア）
を宣言し、中国庭園燕趙園（湯梨浜町引地）前にてセレモニーを行いました。
宣言には、東郷湖周辺の宿泊施設、飲食店、みやげ店、観光施設を含む 41 施設と店舗
が参加しており、今後も旅館組合、観光協会、県、町が連携して定期的な点検、利用者へ予防対策の呼び
声掛けも行い、
「新型コロナウィルス感染予防対策協賛店」としてガイドライン等に
基づき感染予防対策に努めてまいります。
安心観光・飲食エリア参加店舗の目印となるステッカーは各エリアで
デザインが異なり、はわい温泉・東郷温泉エリアは 暮れゆく夕日に照ら
された東郷湖と四ツ手網が映し出され、しっとりとした雰囲気を醸し出し
たデザインとなっています。
セレモニーでは、地元有志で結成された獅子舞グループ「日本鳥取志咸
醒獅團（しかんせいしだん）
」による中国獅子舞が披露されました。
中国獅子舞は、中国のイベントやお正月・結婚式などお祝いとして披露
される伝統芸能で、獅子に頭を噛まれると邪気が払われ、幸福が訪れると
いわれています。太鼓とシンバルが会場に鳴り響くと、獅子が元気よく
飛び出し会場を動きまわります。
ダイナミックにジャンプしたかと思えば相手
をじっと見つめて口をパクパク。その姿は
まるで本物の動物のようでした。
やがて獅子は参加者の方へ近づくと、頭を
青空の下、エリア内の関係事業所メンバーで“コロナに負
次々に噛み「開運厄除」や「無病息災」の けない！”と決意も新たに拳を突き上げました
ご利益を授けてくれました。また、会場では
限定 100 名様へ新型コロナウィルス感染予防啓発
用にオリジナルロゴ入り立体フィットマスクを
配布。また、温かいものが嬉しいこの季節にピッ
タリなカニ汁の振る舞いも行われました。
コロナと共存する生活様式は不便さも多々ありま
すが、施設だけでなくスタッフ自身も気を緩める
ことなく健康に元気に♪笑顔でお客様をお迎え
できるよう努めていきます。
セレモニー当日、町内 3 カ所で打ち上げられた花火

緊急 はわい温泉・東郷温泉/宿泊感謝割引キャンペーン（GO TO トラベル停止期間のみ）
告知。＜キャンペーン期間＞令和 2 年 12 月 28 日（月）チェックイン～令和 3 年 1 月 11 日（月・祝）チェックイン
★キャンペーン期間中、右記の宿泊施設利用
された場合、宿泊料金より大人お一人様あたり
➀3,000 円を割引いたします。
（中学生以上）※小人は対象外とさせていただきます。
●鳥取県内のお客様へ●
♯We ラブ鳥取キャンペーンと併用 OK！
（宿泊施設利用で宿泊料金の②２割引/上限
3,000 円 128 日（月）～1 月 11 日（月・祝）
はなんと！5 割引/上限 5,000 円）
③プレミアム付ゆりはま商品券 B タイプとも
併用 OK！
➀②③ステップで超！超！お得＼(*T▽T*)／
★鳥取県内のお客様は②➀③の順で割引します。
け

はわい温泉のお宿
望湖楼 0858-35-2221 ゆの宿彩香 0858-35-3311 千年亭 0858-35-3731
羽衣 0858-35-3621 水郷 0858-35-3521 別館湯乃島 0858-35-2201
翠泉 0858-35-2200 東郷館 0858-35-2010 民宿 鯉の湯 0858-35-3226
ビジネスホテル山本 0858-35-4141
鹿鳴館 0858-48-5151

東郷温泉のお宿
湖泉閣

養生館 0858-32-0111

国民宿舎 水明荘 0858-32-0411

はわい温泉・東郷温泉旅館組合

0858-35-4052

湯梨浜町観光ガイドの会
地元のお客様へウォーキングガイド
◆12 月 5 日（土）倉吉市のお客様より観光ガイドの依頼があり、湯梨浜町観光ガイドメンバー
2 名が町内をご案内しました。
お客様は 30 年以上続くウォーキンググループで、年に 1、2 回県内外のコースを歩いておられ、
今年最後のウォーキングコースに湯梨浜町を選んでくださいました。
午前９時 道の駅燕趙園にてお客様をお迎えし、まずはストレッチで体を温めました。
青空は広がるものの 12 月の冷たい風が頬を打ちます。普段は新型コロナウィルス感染予防
対策としてのマスクに煩わしさを感じることがあっても、今日ばかりは有難い存在。
何も無いより遥かに温かく、防寒対策にもなりました。
羽を休める東郷湖のカモたち。
密です!!∑(´ﾟ ω ﾟ`;).
歩く間隔をとって出発！こうして、見える景色や名所等をポイントで案内しながら松崎地区の湖畔沿い
を進みました。東公園からあやめ池カヌーセンターを抜け、舎人川に掛かる橋を渡ってあやめ池公園から続く遊歩道を上ります。
舎人川や東郷湖には、冬の間だけ餌を求めてやってきた水鳥たちがゆっくりと羽を休めていました。のどかな自然の風景に癒され
ながら、さらに藤津の坂を上ります。桜並木の切れ間から湖を見下ろすと「わぁーきれい！」という歓声が。
キラキラと陽射しを浴びる東郷湖、鮮やかな色合いで存在感を醸し出す中国庭園燕趙園とゆアシス東郷龍鳳閣、はわい温泉・東郷
温泉の街並み、遠くの山並みと青空のコントラストも大変素晴らしく 立ち止
まって深呼吸をしました。
出雲山展望台手前から右手、秀吉軍に従軍してきた佐渡の小木弾正を供養する
五輪塔を遠目に宮内集落へ。宮内井戸の椿を過ぎれば 伯耆国一ノ宮倭文神社
まではあとひと踏ん張りです。
ヤブ椿の下には井戸があり、古くは地域の飲用水として使用され倭文神社参拝
者にとっても 身を清め、喉を潤す憩いの場所として親しまれていたそうです。
私たちも水分補給をしながら、ついに倭文神社到着 ( ˆoˆ )/
鳥取県中部に住んでいれば何度か参拝したことがある馴染みの神社ですが、
左彫刻が見事な本殿
右抜群にスタイルの良い狛犬 今日は観光ガイド付き。御祭神や伝説、彫刻に植物、写真等も使い地元エピソ
ードを交えてご案内しました。案内を聞いて参拝したのは初めてだと言われる方がほとんどで、新鮮な気持ちでお参りしていただ
けたようです。
伯耆国一ノ宮倭文神社をあとにして次のガイドポイントである
松崎地区入っていきました。ここでの案内役は文化財保護委員
でもあり経験と知識豊富なガイドの会の重鎮、土井吉人氏。
小さい頃から歴史・文化の本を読むのが大好きで、好奇心旺盛
なのは 90 歳になられた今でも全く変わりません♪
神社や商店、街並みの話だけでなく土井ガイドの親や祖父の代
から語り継がれてきた伝説やよもやま話に、お客様との会話にも
花が咲きました。「今日は良かったよ～。やっぱりガイドがあると違うよね。楽しかった」というお客様からの温かいお言葉が
本当に嬉しかったです。こうしてスタートからゴールまでの 往復約 10 ㎞コースを満喫していただきました。ありがとうございま
した。<お問合せ＞湯梨浜町観光ガイドの会事務局（湯梨浜町観光協会）電話（0858）35－4052

湯梨浜町観光観光協会/湯梨浜町観光ガイド養成講座 合同開催
◆湯梨浜町観光協会では、まちの歴史・文化・食など様々な観光
資源があるなかで、毎年各旅館、観光施設職員を対象に研修会を
開催しています。
令和 2 年度は、湯梨浜町観光ガイド養成講座と合同開催とし「山陰柴犬の歴史と保存について」山陰柴犬育成会 前田 薫氏を
講師に、12 月 3 日（木）湯梨浜町中央公民館にて研修会を開催いたしました。
“聞いてみたいことはすぐに質問してみよう”という対話型の研修。つい話が盛り上がり横道に反れそうになりながらも、
「山陰柴犬」と初めて聞いた参加者でも大変分かりやすく、物語のように歴史をひも解く前田講師のお話に引き込まれていき、
何度も絶滅の危機にさらされ、わずかな頭数になっても周囲の協力を得ながら困難を乗り越えてきた山陰柴犬の保存活動の歴
史を知ることができました。現在、日本には柴犬と呼ばれる小型日本犬が多くの人たちに飼育されていますが、その中でも「山
陰柴犬」は、全国に約 460 頭しかいない大変希少な犬。明治以降、外国から輸入される品種が増え、雑種化が進むと同時に日
本犬は激減しました。
「このままでは日本犬が消えてしまう、千年近く受け継がれてきた血統を絶やしてはいけない」と
室町時代からの旧家である尾崎家の 12 代当主・故尾崎益三氏（湯梨浜町宇野）が
立ち上がり、在来犬の調査から始めて再興の計画を立て、犬種の保存活動に取り組
みました。こうして古くから山陰地方に根付きアナグマ猟等で活躍していた「因幡
犬」と、荷引きなどに用いられていた「石州犬」を交配し、ついに「山陰柴犬」が
誕生したのです(^・ᴥ・^)
この地で脈々と受け継がれてきた歴史の中には、ご尽力された方々の存在がある
ということ、現在純日本犬らしくのびのびと凛々しく賢く、また愛らしく私たちの
良き相棒として生活している山陰柴犬の姿に、改めて山陰柴犬はまちの「文化」の
ひとつであると感じました。
<山陰柴犬についてのお問合せ>
山陰柴犬育成会 HP をご覧ください。http://3inshiba.com/history.html
HP を閲覧できない方は、湯梨浜町観光協会へお問合せください。
軽トラックで会いに来てくれたどっしりと落ち
育成会へお取次ぎをいたします。電話/（0858）35-4052
着いた左ハヤテ♂と、愛嬌たっぷり右サクラ♀

観光客もてなし向上研修会

開
運
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社
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◆鳥取県の中西部（旧伯耆国）は古来より砂鉄が採れることから「たたら文化」が隆盛した歴史を持っています。
近年話題にのぼる「金持（かもち）神社」の名前は、
「鉄」を「金」と読むことに由来すると言われ、
「樂樂福（ささ
ふく）神社」の伝来には「ささ」が砂鉄のことであり、
「ふく」は製鉄炉への送風の意味であると伝えられています。
開運八社の各神社も「福」の字を冠した神社が多く、古来よりたたら製鉄がおこなわれていた名残であるとも言われ
ています。このたたら文化を今に伝える縁起の良い名前の神社八社に、今年の干支である「丑」に因んだ
「大神山神社」とあわせて丑年 開運八社巡りをお楽しみください。
樂丑年
所縁神社

大神山（おおがみやま）神社

▲招運福紗（赤・紫）1 枚 800 円（税込）▲開運手ぬぐい 1 枚 500 円

丑年 因幡伯耆国/開運神社のご案内

開運手ぬぐい・招運福紗取扱所

令和三年
丑年

丑年の所縁神社
大神山（おおがみやま）神社 安産・勝運祈願
<鎮座地>米子市尾高 1025
★富増（とみます）神社 富貴が増す
<鎮座地>米子市富益町 936
★樂樂福（ささふく）神社 新しい生活と幸福を招く
<鎮座地>日野郡日南町宮内 1101
★福榮（ふくさかえ）神社 幸運を呼び込み、繁栄を招く
<鎮座地>日野郡日南町神福 1247 福
★福成（ふくなり）神社 福に成る、成功祈願
<鎮座地>日野郡日南町神戸上 2317
★金持（かもち）神社 金運上昇
<鎮座地>日野郡日野町金持 74
★豊樂（とよさか）神社 豊かさと繁栄を招く
<鎮座地>東伯郡琴浦町勝田 245
★福積（ふくづみ）神社 福が積み重なる
<鎮座地>倉吉市福積 719
★福富（ふくどみ）神社 幸運と富貴を招く
<鎮座地>倉吉市福富 326
<問合せ>鳥取県観光連盟 〒680-0805 鳥取市相生町 4 丁目 411
https://www.tottori-guide.jp/kaiun8/

ゆりはまフェロー

電話（0857）39-2111/FAX（0857）39-2100

メンバー募集中！もっと★ゆりはま

◆「フェロー」とは、直訳すると「仲間・友達・同僚」などの意味を持ち、 遠くにいてもだんだんと近くなる「鳥取県湯梨浜町」
ゆりはまフェローとは、「湯梨浜町が大好きな人」「湯梨浜町の歴史・
を感じてください。
文化・自然・食・人などに興味がある人」「湯梨浜町に移住を検討して
いる人」そして、実際にボランティア活動やイベントに参加している人
など(ﾉ*>∀<)ﾉ
湯梨浜町に関わってくださる全ての人が、無理のないそれぞれの方法で
まちを盛 り上 げてい こうと いう集ま りで 、「ゆ りはま フェロー ズ」
facebook 等の SNS を通じて地域おこし協力隊が、あらゆる分野から皆さ
んを引き寄せる町の魅力を発信します。もちろん県内外は問いません。
町民からのメッセージもよし、こんなことやってみたいというご希望、
何度も来町してくださる方からのオススメスポット紹介コメントも
大歓迎です。
<お申込み・お問合せ>
情報を GET するだけでなく、地域活動に参加したり、企画したり。
松崎駅前総合相談センターどれみ
もっともっとゆりはまのことを知って好きになって欲しいな。
県外の方はお試し住宅（もりた屋/和室好きな古民家、大人数でも体験 OK、 鳥取県東伯郡湯梨浜町旭 400-6
電話（0858）32-0801
まつざき屋/1 人～2 人、洋室希望）の利用料金が割引になりますよ。
★facebook 未登録の人も
ゆりはまフェローズ
まずは、右の QR コードをスキャンして「ゆりはまフェローズ」facebook
facebook
こちらでお問合せください。
ページへ。あとは「いいね」をポチっと押すだけ。

ゆるりん館が運営する地域密着型インターネットショッピングサイト

ゆるりんショップ ★ 人気です
◆2018 年 11 月オープンから 2 年。多世代交流センター
「ゆるりん館（湯梨浜町中興寺 400-3）
」は、生鮮食料品や日用品、
惣菜、地産品などが並ぶ買い物施設、地元のお米、卵など地産品を
使った食事を提供する食堂、集会パブリックビューイングなどで使用
可能なスペースや和室など、地域の賑わい拠点の役割を担っています。
お店なら商品はどこも同じ？いいえ( •⌄• )◞ ゆるりん館では、地域の
中小企業や小規模事業者などが地域資源の活用などにより開発した
商品の取り扱いも行っているのです。これら地域の特産品を web を通じて販売を行うことにより、地域の優れた産品を広く紹
介し、普及していくことを目標にゆるりんショップを開設しています。魚介類・海産物・肉・米・野菜・フルーツ・スイーツ・
お酒・調味料などなど♪新商品は随時更新★鳥取県の魅力を全国へ発信していきますよー。コロナ禍で地元へ帰りにくいご家族
へ。お世話になったあの人へ。自分へのご褒美に。皆さん「ゆるりんショップ」に遊びにきてね。
下記にアクセスしてね↓↓↓
＜ゆるりんショップ＞http://www.yururin.net/

＜問合せ＞交流センターゆるりん館/湯梨浜町中興寺 400－3
電話＆ﾌｧｯｸｽ（0858）32－2539 メール info@yururin.net

ゆるりん食堂で毎週木曜日限定！『牛骨しじみラーメン』登場
「ノーマル麺」or「まこも麺」or「アカモク麺」 いずれも 650 円
◆ゆるりん食堂でしか食べられない毎週木曜日の限定メニュー「牛骨しじみラーメン」
が新登場。お馴染みの牛骨出汁としじみ出汁をブレンドしたスープに絡める麺は？
3 つの麺からお好みにカスタマイズすることが出来る新感覚のラーメンです。
イネ科の多年草である“まこも”を使用した麺はもっちり、古くから日本で日常的に食されてきた
海藻を使用した麺はつるつると軽い。
食物繊維やビタミンミネラルなどを多く含むアカモク麺とまこも麺に、しじみの旨味がしっかりと感じられる体に優しいアッ
サリとしたラーメンです。味玉やチャーシューしじみにメンマたっぷりねぎのトッピングも嬉しいですね。
がっつり食べたい人には、丼ぶりメニューと一緒にいかがですか♪

年始は燕趙園エリアで湯ったりと♪
近場でお手軽 おススメコース
9:00 中国庭園燕趙園（9:30～中国雑技ショー＆10:00 の
中国獅子舞公演観覧）→老龍頭で飲茶＆お買い物 →金山嶺橋
の上で景色を眺めながら深呼吸 →11:00 道の駅燕趙園で
ふるまいゲット＆お買い物でガラポン抽選 →ゆアシス東郷
龍鳳閣日帰り入浴で運だめし抽選
[ゆアシス東郷龍鳳閣]新春運だめし抽選会
★1/1 10:00～19:00 有料入館者（入浴・売店）を対象に地元
特産品が当たる運だめし抽選会を開催。
温泉最高～♪
★12/31、1/1 の 2 日間は今人気沸騰中の
牛骨焼きそばを限定販売いたします。
★1/1～1/3 までの 3 日間は、次回から使える
入浴特別割引券を進呈！
※1/1～1/3 の 3 日間は、
営業時間を 10:00～19:00 までとさせていただきます。
TEL（0858）32－2622

[中国庭園燕趙園]お正月の特別企画がもりだくさん
★1/1 中国獅子舞公演（10:00～/14:00～）
★1/2 バルーンショー（10:00～/14:00～）
请来玩♪
★1/3 麒麟獅子舞公演（10:00～/14:00～）
3 日間は燕趙園からのお年玉企画
「2021 おみくじキャンペーン」もありますよ。入園チケッ
ト１枚につき１回おみくじを引くことが出来ます。
その場で豪華商品が当たるかも？！ぜひチャレンジしてね。
9:30/13:30/15:00 1 日 3 回開催される雑技ショーも必見！
TEL（0858）32－2180
[道の駅燕趙園]お正月のふるまい＆ガラポン抽選会
★1/1 11:00～赤エビお吸い物ふるまい
★1/2 11:00～手作りぜんざいふるまい
★1/3 11:00～餅つき大会＆餅花づくり
3 日間は、お買い上げ 1,000 円につき 1 回
ガラポン抽選に参加できます。お楽しみ福袋も販売します♪
TEL（0858）32－2184

お
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ん
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OSEI

皆さん、こんにちは。
＊ Team Osei 代表のお晴（せい）でございます。
＊ 去る 12 月 20 日（日）国民宿舎水明荘にて
★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 ＊ 「第 6 回地産地唱紅白歌合戦」を開催いたしました。
＊ “大人数で長時間の集まりは控えてください“と
「人生相場」は要チェック♪
＊ いわれているコロナ禍ではありましたが、
<プロフィール>誕生日/6 月 30 日
＊ 沢山のお客様にお越しいただきました。
特技/小唄［春日流小唄名取・師範］
、日本舞
＊ 皆さまのご協力もありまして、3 密ならぬ
踊、シャンソン、顔ヨガ（フェイシャルヨガ） ＊
安心・安全な密、“安密空間”を作り上げられ
※インストラクター資格取得
＊ たと深く、深く感謝申し上げます。
大衆演劇や、作家・歌手 故・戸川昌子氏の付 ＊
まだまだコロナの脅威は続くと思いますが
よ
き人等で修業を重ね、2014 年にインディー ＊
皆さまにとりまして、日本にとりまして
ズレーベルにてＣＤデビュー。
り
＊ 、世界にとりまして 2021 年が良い年に
https://ameblo.jp/koji-tanimoto/
＊ なりますようお祈り申し上げます。
(問合) タニテツプロ合同会社 TEL/FAX 03-3361-3455

