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新しい年が皆さまにとって良き年でありますよう
心よりお祈り申し上げます
本年もどうぞよろしくお願いいたします

https://www.facebook.com/yurihamakannkou

湯梨浜町観光協会

2021 年 1 月 25 日発行

新春のお慶びを申し上げます

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

今年は料理の腕を
みがいてバリエーションを
増やすぞ～♪
さあモウ 特訓だ！
あと、家の片付けも
がんばらねば。

会員募集中！！
食いしん坊万歳！
美味しくご飯が食べられるよう
日々の体調管理に努めます。
適度な運動も忘れずに。
幸せギュウギュウ な年に
したい～
事務所の整理整頓！
（主に自分の周り…(;’∀’)）
業務への集中力、
効率アッ～プ！
モウ（燃）える男
「武士」

◆はわい温泉・東郷温泉観光案内所スタッフ◆
湯梨浜町観光協会 事務局長 若山 訓
湯梨浜町観光協会 書記
伊藤 やよい
はわい温泉・東郷温泉旅館組合 事務局長兼
羽合温泉管理協同組合 事務局長 和湯 武士

謹賀新年
皆様いかがお過ごしでしょうか？
私は毎日帰宅すると、すぐにアルコールで手指消毒
します。 玄関に荷物を置き、コートを脱ぎ、
それらに除菌スプレーしておきます。
洗面台に行き、手洗い、うがい、消毒、濡れタオル
で髪と首すじを拭いて、顔を洗います。
そして部屋着に着替えます。脱いだ服にも除菌スプ
レーしておきます。 これが帰宅してからの 私の新
型コロナウィルス感染予防策のひとつです。
そんな毎日が 1 年も続くなんて、そしてこれからも
続くなんて、想像もしませんでした。

東京の自宅に長く滞在するのは、初めてです。
私にとっての日常が、嘘のように、穏やかなものになり
ました。それだけこれまでが過酷だったのでしょう。
おかげさまで、とても元気です。
ほとんど外出せず、おうちで過ごしております。
東京住まいの私です。予防をしていても、感染の不安が
よぎります。湯梨浜の事も気になります。
まだまだ帰郷出来そうにありません。
どうかどうか、鳥取だから安心だ！などと過信せず、
お気をつけくださいね。 手洗い、うがい、消毒、
三密を避けて、冬でも換気！！
今年も宜しくお願い致します。
谷本耕治

★湯梨浜町出身歌手谷本耕治さん 全国で活動中！
<プロフィール> 誕生日/6 月 30 日 特技/小唄［春日流小唄名取・師範］
、日本舞踊、シャンソン、顔ヨガ（フェイシャル
ヨガ）※インストラクター資格取得
大衆演劇や、作家・歌手 故・戸川昌子氏の付き人等で修業を重ね、2014 年にインディーズレーベルにてＣＤデビュー。
(問合) タニテツプロ合同会社 TEL/FAX 03-3361-3455 https://ameblo.jp/koji-tanimoto/

１２４年ぶり！２０２１年の節分は ２月２日（火）です
◆今年の節分は２月２日（火）です。なんと２月２日が節分
であるのは 1897 年（明治 30 年）以来、124 年ぶり(´⊙ω⊙`)
「節分」というのは季節を分けるという意味で、各季節の始まりである
立春・立夏・立秋・立冬の前日を指すのですが、長い年月のなかで立春の
前日だけが「節分」として残ったそうです。
1 年は「365 日と 6 時間」とされており、1 年で 6 時間遅くなるのとうる
う年のズレとで 2021 年の立春が 2 月 3 日（水）となり、節分は 2 月 2 日
になるのです。
「鬼は外、福は内」のフレーズでお馴染みの豆まきの起源は
諸説ありますが、古来季節の変わり目には邪気（鬼）が
入り込みやすいとされ、平安時代に中国から伝わり宮中
などで「追儺（ついな）
」と呼ばれる邪気を払う儀式が
行われていたそうです。

また、恵方巻の起源も諸説あり、江戸から明治に
かけて大阪の花街で商人や芸子たちが、節分に
芸遊びをしながら商売繁盛や節分のお祝いをして
食べたのが始まりだとか。今年の歳徳神のいる恵
方は「南南東」。福を巻き込む恵方巻を 1 本まる
ごと無言で食べるという風習はここ数年定着して
いるようです。節分に限らず、節目の行事等に参
加することで健康に注意したり、自分自身だけで
なく周りにも目を向けられるようになったりと、
清々しい気持ちで日々の生活を過ごすことが出来
るようになるのかもしれませんね。

東郷湖羽合臨海公園/浅津公園

浅津（あそづ）公園の遊具がリニューアル！
◆湯梨浜町には、四季折々に移り変わる東郷湖や日本海
の風景など各地区の自然や景観、地形を生かした県立
これが噂の！
公園が整備され、スポーツやレクリエーション、観光を楽しむことが
かっこいいし
できます。
楽しそう
このほど、老朽化などで利用できなかった東郷湖羽合臨海公園の中心
地区でもある浅津公園内の遊具の建て替え工事が終了し、令和 2 年
12 月 26 日リニューアルオープンしました。
新しくなったのは、広い砂場とミニ展望台のある児童遊戯広場 あのブルーの
と、運動会やお祭りにも最適な 催し物広場横の芝生スペースの
物体は・・
大型遊具です。いったいどんな作りになっているのか遊具それ
ぞれの“お楽しみポイント”をチェックしてみました。まずは、浅津公園のほぼ中央に位置する水色の複合遊具٩(ˊᗜˋ*)و
遠くからでも良く目立ち、東郷湖のブルーとマッチした爽やかな印象です。揺らめく水面や風のそよぎをイメージして建てら
れ、ドキドキ感がたまらないトンネル型すべり台と、
裾広がりのワイドすべり台をメインに、階段の下や途
中にもちょっとした楽しい仕掛けが施されていました。
すべり台を利用しなくても、クライミングウォール
（壁にクライミングフォールドを取り付けたもの）に
よじ登ったり、渡ったり、くぐり抜けたり、隙間から覗い
たり。気分はもう「スポーツクライミング選手♪」
。
時にはすべり台下のイスに座って、すべり下りるお友達
の影を見上げて楽しんだり(*´罒`*)
遊び方は子ども自身が見つける、まさに
「夢のコンビネーション遊具」です。
すべり台利用は らせん階段を上っていくと中ほどから続くのは約３ｍ
らせん階段を
の裾広がりのすべり台。
上ってね！
よく見ると表面がテーマの通り「揺らめく水面」のよう
に波打っています。下の青い着地部分は、地面に沿った緩
やかな角度になっているため、勢い余って地面にしりもちをつく
こともなさそうですね。また、水色部分は太陽の光が透けて見え
るので下にもぐると、また違った楽しさがあります♪
さらに階段を上り切った先にはトンネルすべり台のスタート地
点。3 分の２まではトンネルのため、いつ外へ出るのかハラハラ
ドキドキのスリル満点です。
併設されたブランコは楽しいのはもちろん、座って漕いだり立って
こ～やって
漕いだりするうちにバランス感覚も養われ、どこまで高く漕ぐと
寝れないかしら。
危険なのか、それにより自分の体をコントロールする力も身に付
くそうです。
体の各箇所の筋力、バランス感覚、リズム感、身体認識力、走力、2 つのことを
同時に行う協応性など「公園遊び」により普段使わない腹、背、足、腕などの筋肉に
も刺激が加わり運動能力をアップさせることに一役かってくれそうですね。
ミニ★クライミングウォール
お次は、児童遊戯公園内の遊具へ。こちらのメインは何といっても
これはさすがに登れない…
“広い砂場”があるということ。天気のいい日はサラサラの砂を
すくってみたり、雨上がりには砂団子を作ったりと
手の運動だけでなく子どもの創造力を育むことに役立つといわれており、形のないものから
遊びを見出す我が子にビックリすることがあるかもしれません。
そして、気になる砂場の中にある 2 つの遊具は？
広めの階段とアスレチック風の上り口から
スタートするなだらかなすべり台は、小さな
お子様も安心できる高さ約２ｍ。
うんていも併設されており、楽しさ倍増です。
ワンちゃんの💩は必ず
もう一方の遊具には広めのクライミングウォール
持ち帰ること、オシッコはペット
もあり「のぼる」ことをメインにした遊具。
ボトルの水で流すこと、
気分を変えて敷地内のミニ展望台から眺めれば、目の前
ノーリードは×ダメ、砂場内で
排泄をさせないでね。
には東郷湖でゆっくりと羽を休めるカモたちの姿。
飼い主さん、頼んだよ！
水と緑と温泉に囲まれ、
湯梨浜にしかない自然豊かな公園の景観がここにあります。
自由に遊ばせる中にも
気持ちが沈みがちなこの時期ですが、心も体も疲れて
子どもを近くで見守ることを
しまっては大変。まずは気分を変えて公園へ出掛けて
忘れずにね。
みませんか。春には公園沿いの café ippo (湯梨浜町南谷) そして家に帰ったら手洗い・
にて浅津公園（遊具エリア含）とのコラボランチ★プラン
うがいをしよう！
も企画中です♬さあ、もっともっと県立公園を利用しよう。

第６作目 人気の「キメツ柄」にファン歓喜♪

ふんふん

～夏のおもいでモニュメント～

◆2020 年 6 月にお披露目となった泊漁港の夏のおもいでモニュメント。
ヨンデル君とヨンデルちゃんは、翌月から湯梨浜町の行事や季節にぴった
りの装いに“おめかし”をして地域の人に親しまれています。
2021 年 12 月下旬には 子どもから大人まで幅広い年齢層に人気の漫画
「鬼
滅の刃」の竈門炭治郎と竈門禰豆子のコスチュームにお召し替えをしました。
小物などの細部にもこだわったクオリティーの高さは、鬼滅ファンでなくても目を引く仕
上がり(⁎˃ᴗ˂⁎) 禰豆子役のヨンデルちゃんには麻の葉文様の着物に市松模様の帯、口元に
は竹。炭治郎役のヨンデル君は、市松模様の羽織の下に鬼殺隊の隊服、しかも隊服のボトム
ス部分には着物生地が使用され豪華にアレンジされています。
今後も “映える（バエル）” 夏のおもいでモニュメントの
2 人から目が離せません。
湯梨浜町 HP でも紹介されていますので、こちらもぜひご覧
ください。

俺と禰豆子の絆は
誰にも
引き裂けない！

https://www.yurihama.jp/soshiki/10/13251.html

クリスマス（2020 年 12 月） 天女（2020 年 10 月）

秋祭り（2020 年 9 月） 梨娘と梨坊や（2020 年 8 月） 夏祭り（2020 年 7 月）

「ウィルトール」 抗菌・除菌スプレー 販売中！

100％天然由来
抗菌・除菌スプレーの
ご紹介です
★ノンアルコール ★ 99.9％抗菌（北里大学効果試験済） ★ 長時間効果持続 ★

◆私たちの身の回りには目に見えないたくさんの菌やウィルスが存在しますが、健康に害を及ぼす
有害な菌も多くあり、常に感染リスクにさらされています。
現在、店頭やインターネットでも様々な種類の除菌スプレーが販売され、ますます需要が高まって
います。キッチンやトイレ、家具や衣類、寝具はもちろん インフルエンザやノロウィルスなどの
感染症対策にも有効的で便利なアイテムとして重宝されていますが、一言に除菌スプレーといって
も成分も（アルコール除菌スプレーの場合、濃度も違います）様々ですので、用途によって使い
分けるのも大切です。
そんな中“出来るだけ 1 つにまとめたい” というめんどくさがり屋さんにもピッタリな抗菌・除菌
スプレーがあるというのです。今注目されている抗菌・除菌スプレーの「ウィルトール」です。
ウィルトールは、肌と同じ弱酸性 100％天然由来成分なので口に入っても大丈夫、しかも高い
スプレーボトル
抗菌力が期待でき、おまけに長時間効果が持続するというから驚きです。
300ml 2,310 円（税込）
無農薬のグレープフルーツの種子から抽出されたポリフェノール（脂肪酸フラボノイド）を主成分
にしており、アルコールや塩素などの成分を含まないため、赤ちゃんやペットのいるご家庭でも
安心して使用することができます。
用途はさまざま。まな板、包丁などの調理器具、おもちゃ、哺乳瓶、ベビーベッドなどの
赤ちゃんグッズ、ペットグッズ、ソファー、洗濯物、革製品、携帯、マスクなどなど。
いっその事、お出かけ前に全身にスプレーしてしまいましょう(*´罒`*)
試験データ等は、ウィルトール公式 HP 等でもご覧いただけます。
医療機関でも使用されるウィルトールは、インターネットの通販サイトでも購入可能ですが、
倉吉市の清掃・美装・クリーニングの会社「株式会社一笑堂」で「ウィルトール西日本正規
販売店」として取り扱いが可能となりました。不安な毎日が続きますが、今できることを
携帯用スプレーボトル
しっかりと遂行することが日々の心の支えになるのかもしれません。
30ml 990 円（税込）
ぜひ下記までお問い合わせください。
<ウィルトールのお問合せ>
ウィルトール西日本正規販売店 株式会社 一笑堂(いっしょうどう)
鳥取県倉吉市幸町 580-23 電話（0858）24-5873
購入は
http://www.issyoudou.net/index.html
安心の正規代理店が
オススメ
<宿泊のお問合せ>
はわい温泉 鹿鳴館 鳥取県湯梨浜町はわい温泉 4-48 業務用もあります
電話（0858）48-5151 https://rokumeikan2020.com/
▲使用前のマスクの両面にシュッ ▲普段使うテーブル＆椅子にも
シュシュ

知る人ぞ知る★どこよりも高確率なお年玉プレゼントですが、それでいいんです。

新春 お年玉プレゼント ２０２１
問題
現在、自主的に新型コロナウィルス感染症の感染拡大予防対策
を徹底する観光地や飲食店街の団体と、県・市町村が連携して、
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が行われています。
湯梨浜町も「はわい温泉・東郷温泉エリア」として、東郷湖周の
宿泊・観光施設や飲食店など 41 店舗が、徹底した新型コロナウ
ィルス感染予防対策の実施や実施状況確認などの定期的な点検
を行い、2020 年 10 月に安心〇〇・飲食エリア協定を結びまし
た。〇に入る漢字二文字は何でしょう。

＜応募方法＞
ハガキに①クイズの答え②ご希望の商品③住所④氏名
⑤連絡先（電話番号）⑥湯梨浜町内施設（旅館・観光
施設等）利用での神対応エピソード（嬉しかった対応
等）をご記入の上ご応募ください。無記名で内容を
ゆりはまにあに掲載させていただくことがあります。
[応募先]〒682-0715 湯梨浜町はわい温泉 5－22
湯梨浜町観光協会「ゆりはまにあプレゼント係」
[締切り]令和３年 2 月 19 日（金）※当日消印有効
★賞品の発送をもって発表にかえさせていただきます。
＜問合わせ＞湯梨浜町観光協会(0858)35-4052

答え 安心〇〇・飲食エリア

特賞

はわい温泉･東郷温泉商品券 ２名様
◆はわい温泉・東郷温泉の各旅館で利用できる 5,000 円分の商品券です。宿泊及び、
食事料金の割引、売店でお土産の購入に使えます。本券の金額より少ないお買い物の
場合、おつりは出ませんのでご注意下さい。期限内にご利用下さい。
（期限を過ぎたものは無効です）利用できる旅館･ホテルはこちらでご確認ください。
はわい温泉･東郷温泉旅館組合 http://www.hawai-togo.jp/
A 安心〇〇・飲食エリア

A賞

トロピカルドラゴンカレー＆鳥取ハワイ牛ホルモンカレーセット １名様
◆和牛オリンピックで肉質日本一に選ばれた事もある鳥取和牛を中心に精肉店を営む「あか
まる牛肉店」の自信作。
脂が美味しいホルモンを酸味の強い沖縄県産のパイナップル果汁でさっぱりと仕上げたフル
ーティーでスパイシーな「鳥取ハワイ牛ホルモンカレー」と、鳥取和牛 150g のカタマリ肉
がドドーンと入って、沖縄県産ドラゴンフルーツのトロピカルな甘みと本格スパイスがクセ
になる「トロピカルドラゴンカレーの」スペシャルセットです。

B賞

丑年 開運八社巡り手ぬぐい＆福紗セット ３名様

◆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。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」
を合わせた「丑年 開運八社巡り」の開運手ぬぐいと招福福紗のセットで
す。一日で全部巡るのは「難易度高し★★★」(´Д｀ι)
簡単にまわれたらつまらない。心を添えて参拝する姿勢、願いが叶うよう
努力する姿にこそご利益があるのかもしれませんね。
計画を立てて月に 1 カ所巡るのもよし、一年かけてゆっくり巡るのもよ
当選者には未開封（スタンプなし）のものをお贈りします。
し。それぞれのペースでお楽しみください。
福紗の色はこちらにお任せください。

OSEI 賞

お晴（せい）さん★オリジナル卓上カレンダー ３名様
◆湯梨浜町の天女ならぬ謎多い美女「お晴さん」
。チーム osei 代表として地元歌手の皆さんと一緒に歌
のイベントに登場したり踊ったり、天女伝説を広める活動をしたり*ଘ(੭*ˊᵕˋ)੭*
月ごとに登場するお晴さんの艶姿が拝めちゃうお晴さんの卓上カレンダーです。
写真写りが少々粗めな月もありますが（汗）そこは自費制作のご愛嬌。
2021 年が、皆さまにとって希望にあふれる一年となりますよう心からお祈り申し上げます。

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

1 月号 表題の写真は？/はわい温泉 水郷

◆はわい温泉 水郷は、3 代目社長と女将さん（社長の母）を中心に家族で営む温泉宿。
玄関をくぐると「カランコロン♪」
。どこか懐かしさを感じる音色の先には、色とりどりの細工が施され
た美しい瓢箪（ひょうたん）工芸品の数々がパッと目に飛びこんできます。長い年月をかけ、伝統を守り続けなければ
造り出せない独特の世界観が水郷の一番の魅力です。そんな水郷は令和 3 年 3 月に創業 50 周年を迎えます。これを記念し 2021
年 1 月 7 日（木）～3 月 31 日（水）までの期間中 1 万円以上でご宿泊のお客様 1 組様につき、手作り瓢箪飾り 1 個をプレゼン
トいたします。かけ流し温泉、部屋食か個室で楽しむ海の幸に山の幸。
古くから縁起物として珍重されてきた瓢箪に癒されながら、唯一無二の時間を
お過ごしください。
優しい瓢箪が、訪れる皆さまに福を招きますように。
<宿泊・ひょうたんのお問合せ>はわい温泉 水郷（0858）35-3521
https://www.ryokan-suigou.jp/

