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うららかな陽気と鳥のさえずりに癒されて

会員募集中！！

期間限定

野花梅渓散策プラン

３/６（土）
～３/２１（日）

～
◆湯梨浜町野花（のきょう）地区には、風光明媚な東郷湖や遠く日本海
を望むことができる「野花梅渓」があります。
昭和 15 年～16 年頃 湯梨浜町野花の果樹園で発見され、果実は大粒で
肉厚、豊後系のなかでも高品質であることが特長です。収穫は６月初旬で、この頃の
青梅の大きさは３～４ｃｍ 、加工品によってはもっと大きく育ててから収穫するため
５ｃｍ以上の大玉もあり、さらには卵サイズの超大玉になるものもあるそうです。
花の満開を迎えるのは３月中旬頃で、湯梨浜町観光協会では着地型観光プラン（参加者が現地集合、現地解散する観光プラン）
として野花地区の農家さんとも協力し、平成 20 年 3 月より、
「野花梅渓散策プラン」を企画しています。
開花期だけの限定企画、個人の農園を散策できるプレミアム感を高台の梅林から望む美しい景色とセットでお楽しみください。

<団体様用> 20 名様以上～ 梅渓散策マップ・梅加工品＋梅ドリンク＋観光ガイド
<料金>お一人様 330 円 所要時間/約 1 時間
※子ども料金はありません。お申込人数分のマップと梅加工品をお渡しします。
★道の駅燕趙園で合流・出発し、梅渓までスタッフが同行いたします。
団体名・希望日時・参加人数・ご連絡先等をお電話か FAX にてお申込ください。
折り返しご連絡差し上げます。
トレッキングに適したコースもあります。ノルディックポールを使ったお花見ウォー
キングなど公民館行事にもご利用ください。その他お気軽にご相談ください。
［申込・問合］湯梨浜町観光協会（0858）35－4052 /FAX（0858）35－4701

==============================================================

<個人様用> お一人様から OK ①②いずれかのプランをお選びください。各施設のサービス＋梅渓散策マップ・梅加工品付の
とってもお得なプランです。10 名様以上でお越しの場合は予めご連絡いただくとスムーズです。

①中国庭園燕趙園プラン

②ゆアシス東郷龍鳳閣プラン
<料金>お一人様 700 円
（営業時間）10:00～21:30
※水着エリアは 21:00 まで

<料金>お一人様 700 円
（開園時間）9:00～17:00
★中国雑技ショー毎日公演中
①9:30～②13:30～③15:00～
中国庭園燕趙園入園と中国グッズ＋梅渓散策マップ・梅加工品
のお得なセットプランです。チャイナドレスレンタルサービス
（有料）もあります。
（大人 500 円/中学生以下 300 円）
［申込・問合］中国庭園燕趙園
電話（0858）32-2180 FAX（0858）32-2185

ゆアシス東郷龍鳳閣 中国風呂入浴とタオルレンタル無料＋
梅渓散策マップ・梅加工品のお得なセットプランです。
２階のトレーニングルーム、休憩室もご利用 OK
［申込・問合］ゆアシス東郷龍鳳閣
電話（0858）32－2622 FAX（0858）32-2619

==============================================================

●お客様へ●
※散策マップと野花梅渓の幟を目印に散策をお楽しみください。生産者が大切に育てている梅です。梅林への車の乗り入れ、
枝を折るなどの行為は慎んでいただきますようお願いいたします。
※お客様におかれましては、手指消毒・マスク着用・間隔を置いた散策等、新型コロナウィルス感染拡大防止にご協力いただき
ますようお願いいたします。

==============================================================

<野花梅クッキー>
野花梅の加工品★人気です生地に完熟の野花梅シロップ
<野花梅コンフィチュール>
鮮やかなオレンジ色の梅コンフィチュール。
完熟梅の豊かな香りがたまらない。ヨーグルトや
お菓子、ドレッシングに。お湯で割って、疲れ
を癒すホットドリンクと
してもオススメです。
<菓子工房シェル・ブール>
湯梨浜町田後 341-6
（0858）35-5355

<野花梅の飲むゼリー>
芳醇な完熟梅を素早く加工し、美味
を練り込んだ爽やかな酸味の
しさをギュッと閉じ込めた飲むゼ
あるクッキーです。
リーです。ウォーキングのお供にも
ご家庭用はもちろん、お土産に、 ピッタリなチアーパック容器だか
お世話になった方へ。
ら手軽にエネルギーをチャージ
ご希望のかたちやアイシングで
できます。
楽しくアレンジすることも
一次加工から販売までを
できます。
挑戦した自信作です。
ウエディング用にも人気です♪
<ぱにーに湯梨浜店>
<Mariko Sugar（有）石沼>
湯梨浜町旭 27
湯梨浜町はわい長瀬 761-11
（0858）24-4722
（0858）35-4146

いちご狩りシーズン到来！！

イチゴは別腹

あま～い幸せ

■心とお腹を満たす真っ赤なフルーツ「いちご」は幅広い年代から人気があり、ほぼ
一年中食べることができますが、本来の旬は「春」です。
旬のこの時期のために一年間手塩にかけて育てた“一番いい瞬間”を皆さまにお届けす
る「いちご狩り」のシーズンがやってきました。
色鮮やかな緑とピカピカに輝く真っ赤な果実♡甘い香りに包まれたハウス内の温度は
約 25 度と温かく、雨の心配もいりません。水・土・環境全てにこだわる「わかば農
法」で作り出した安心・安全ないちごを木で熟し、たっぷりと果汁をたくわえた状態で食べることができるのです。
そのお味は感動もの！！赤く熟していても出荷されることのない面白い形や不揃いなもの、ちょっと小ぶりな“レアいちご”も食
べられます。これらはゆっくりと時間をかけて成長するため、実は通常のものより甘いのです。
さあ、あま～い幸せを求めていってらっしゃい！
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
松山農園 湯梨浜町原 870
予約制 080-5893-2725/090-6320-2583（電話受付 9:00～17:00）
<開園期間>2021 年 3 月 20 日（土・祝）頃～6 月中旬
※20 日以前をご希望の場合はお問合せください。
<時
間>10:00～16:00 頃 <品種>あきひめ
<料
金＞大人 2,200 円 子ども 1,500 円（3 歳～小学生）
6 月限定大学生割引！お一人様 300 円引
◆ハウス内 30 分食べ放題 ギフトなど全国発送も承り中。
※いちごの熟成具合により、閉園となる場合があります。
http://strawberrycity.web.fc2.com/

小林農園 湯梨浜町原 1074-1 予約制 080-1907-7058
<開園期間>2021 年２月 27 日（土）～6 月中旬
<時
間>10:00～16:00 頃 <品種>あきひめ
<料
金>大人 2,200 円/小人 1,200 円（３歳～小学生）
◆ハウス内 30 分食べ放題 いちごのドライフルーツ・
ゆりはまアイス（いちご）甘みつ姫（干し芋）他 ギフトなど
全国発送も承り中。鳥取県の新品種「とっておき」のいちご狩り
についてはお問合せください。
※いちごの熟成具合により、閉園となる場合があります。
http://www.tottori-shinyuki.com/html/ichigogari.html

温泉街に
灯りがほしい！

足湯をちょっとだけ “ライトアップ” しました

◆湯梨浜町にある七福神の足湯は はわい温泉エリアに 4 カ所、東郷温泉エリアに 3 カ所あり観光のお客様はもちろん地域の
方にも親しまれる憩いの場所です。そんな足湯を少しだけライトアップしました。
恵比寿の湯（左）は、はわい温泉旅館水郷の斜め前にある 南欧風の建物がオシャレな足湯です。その裏手のソテツの植栽に
ソーラーライトを設置し、エキゾチックな魅力がより一層引き立つようになりました。
こちらの浴槽は少し深めですので水圧を利用して足の指の開閉運動にも効果的です。
福禄寿の湯（右下）は、はわい温泉 ゆの宿彩香の入口横にあり、レトロ感漂う落ち着いた
古木色の佇まいが人気の足湯です。石積みの上から湯が流れて浴槽へ。底に敷き詰められ
た玉石が優しく足裏を刺激してくれます。
町の天女キャラクターゆりりんの顔出しパネルもありますよ。
植栽のそばに可愛らしい桃色の鳥が出現！夕暮れには温かい灯りがとも
り、昼間とはまた違った雰囲気に包まれます。
心も体もポカポカに、ゆったりとした
気持ちで東郷湖畔の足湯めぐりを
<はわい温泉/恵比寿の湯>
旅館 水郷ナナメ前
楽しんでみませんか。

「縁起めぐりセット」

販売中です 1set300

円

◆足湯タオル◆
って

七福神がプリントされた福タオルです。
◆足湯めぐりうちわ◆
裏の足湯マップを参考にそれぞれに趣向を
凝らした７ヶ所の足湯を楽しんでください。
◆契大明神巻物◆
縁結びにまつわる昔話をひも解いてみましょう。
◆開運おみくじ◆
神様からのメッセージをじっくりと読んで理解し、
大切に心に留め置きましょう。
<販売店>山本みやげ店★はわい温泉足湯のすぐそば★
電話（0858）35-4141 水曜休

<はわい温泉/福禄寿の湯>
旅館 ゆの宿彩香前
◆足湯は湖底からのお湯をポンプでくみ上げ配湯し
ています。天候や時間帯、足湯の形状によっては適温
にならないこともあります。
不明な点等がありましたら下記までご連絡ください。
<問合せ>はわい温泉・東郷温泉旅館組合
電話/（0858）35-4052

締め付けにサヨナラ、心も体も開放されるリフレッシュアイテムがゆるりんショップで購入できます♪

フンティ 販売開始

～湯梨浜オリジナルのふんどし風女性下着～

◆最近では、コロナ禍の中でストレスをかかえておられる方も多く、自粛中でも花や動物に癒され
たり料理を極めたり、ストレッチで体を動かしたりと少しでも気持ちが和らぐよう様々な工夫をされているようです。
そこに、心のリラックスと体のリラックスを兼ね備えた「フンティ」を取り入れてみてはいかがでしょうか(ღˇᴗˇ)｡O
「フンティ？！何ですか、それは(´◦ω◦`)」という声が返ってきそうですが、フンティとは、
「ふんどし+パンティ」が合体し
たもので、リンパ管や動脈が集まる鼠径部にゴムが入っていないため体を締め付けることなくリラックスできる下着なのです。
現在、素材もデザインも様々なフンティが市販されていますが、湯梨浜オリジナルフンティは地域アーティストのプロデュース
や羽衣天女伝説を広める活動をする「チームおせい（佐古晴一代表）
」がプロデュースしたもので、誰もが固定概念やさまざま
な締め付けから解き放たれ自由に自分らしく生きて欲しい。心も体もリフレッシュして欲しいという願いが込められています。
素材はふんわりと柔らかいガーゼ生地を使用し、通常のものよりも丈を長めにしてゆったりと腹部を覆う優しい作りになって
おり、体にぴったりとした下着ではありませんので、普段使いには
洋服を選ぶこともありますが、ホームウェアとしてはあつらえ向
きのアイテム。
冷え防止や便秘解消、通気性も良く、汗でむれることも少ないので
快適で質の良いおうち時間を過ごすことができそうです。
製作しているのは地元湯梨浜町内の和小物のお店、中むら呉服店
（湯梨浜町松崎）の中村祐子さん。
他の受注と共にチームおせい規定デザインのフンティ製作に忙し
くされていますが、慣れた手つきで針と糸を操るプロでも丁寧に
仕上げるためにはやはり時間を要します。
▲フンティ デザインの一部
注文数に合わせて針子さんを増やし、現在 絶賛発売中です。
商品は左記の←フリーサイズのみですが、今後は S、M、L とサイ
<ウエスト> 56 ㎝～70 ㎝
<股下> 33 ㎝
ズを増やし出来るだけお客様の希望に合った商品を提供できるよ
<販売価格> 1,300 円（送料込み）
う改良していきたいということです。
現在は淡い色の生地が使われていますが、艶っぽい色やデザイン、粋な和柄のフンティも登場するかもしれません。お気に入り
の一着を身に着けることで、毎日が心地よく楽しく HAPPY になれそうです。
1 月 16 日（土）フンティ販売開始に際して伯耆国一ノ宮倭文神社（湯梨浜町宮内 754）にて、ご祈祷が行われました。
チームおせいのメンバーと、販売店である交流センターゆるりんショップを運営するゆるりん館（湯梨浜町中興寺 400-3）関係
者が参列し、チームおせいのメンバーであるシャンソン歌手の柳井沙羅さんが「ハッピー・フンティ（作詞・作曲 OSEI）
」をア
カペラで一節♬ “締め付けにサヨナラ 心も身体も自由♪ 今が最高 GOOD” 皆が締め付けから開放され、元気に過ごして欲
しいという願いを、神職によって神様へ伝えていただきました。どうかご加護がありますように。
湯梨浜オリジナルフンティは鳥取県特産品オンラインショップ「ゆるりんショップ」で購入できますので、下記の手順でお買い
求めください。また、3 月 14 日（日）交流センターゆるりん館（湯梨浜町中興寺）にて 11 時より「春よ来い♪ゆるりん市」
が開催され、湯梨浜オリジナルフンティの販売もあります。柳井沙羅さんも「ハッピー・フンティ」を披露されますよ。
新型コロナ感染症予防対策にご協力いただき、皆さまどうぞお出かけください。

最高～
GOOD♪

▲伯耆国一ノ宮倭文神社での
ご祈祷の様子

緊急告知。
好評につき
第 2 弾!!

<ゆるりんショップ フンティアクセス方法>
➀ゆるりんショップサイトにアクセス
http://www.yururin.net/

②ページ内左側の「商品カテゴリー」下から 2 番目、
「雑貨・グッズ」をクリック
③フンティの写真をクリック

※商品は随時更新中です。定期的に遊びに来てね★
<問合せ>交流センターゆるりん館
電話＆ﾌｧｯｸｽ（0858）32-2539
メール info@yururin.net

<着用例>
モデル/シャンソン歌手 柳井沙羅さん

はわい温泉・東郷温泉/宿泊感謝割引キャンペーンが始まります!!
＜キャンペーン期間＞令和 3 年 3 月 1 日（月）チェックイン
～令和 3 年 3 月 21 日（日）チェックインまで
キャンペーン 期間中、はわい温泉・東郷温泉旅館組合加盟の宿泊施設を利用された場合、宿泊料金から
大人（中学生以上）お一人様あたり➀3,000 円を割引いたします。※小人は対象外

朗報 鳥取県内・島根県内にお住いのお客様はさ・ら・にお得！＃We ラブ山陰キャンペーンと併用 OK なのです。
＜キャンペーン期間>令和 3 年 3 月 1 日（月）～令和 3 年 3 月 31 日（水）
＃We ラブ山陰キャンペーン期間中、キャンペーンに参加登録された宿泊施設利用で宿泊料金から②５割引（上限５,000 円）
いたします。ワン・ツーステップで超！超！お得＼(*T▽T*)／
★鳥取県内、島根県内のお客様は ➀（宿泊感謝割引キャンペーン）→ ②（We ラブ山陰）の順で割引します。
We ラブ山陰キャンペーンは、観光施設利用でも半額になります。現在参加登録店舗募集中につき、県の HP で店舗を確認して
くださいね。はわい温泉・東郷温泉旅館組合 HPhttps://www.hawai-togo.jp/鳥取県 HPhttps://www.pref.tottori.lg.jp/294744.htm
島根県 HP https://www.pref.shimane.lg.jp/tourism/tourist/kankou/gaiyo/welovesanin.html

ゆりはまにあ★お年玉プレゼント
ご応募ありがとうございました
ゆりはまにあ２月号の「新春お年玉プレゼント」にご応募いただ
きありがとうございました。
クイズの答えは「観光」でした。2 月 19 日（金）をもちまして
応募を締め切り、正解者の中から厳正な抽選を行いました。
当選されたお客様、賞品到着まで毎日ドキドキしながらお待ちく
ださい。そして皆さまから湯梨浜町内の施設利用での神対応や、
嬉しかったエピソードなどを紹介します。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
★5 年前、結婚するにあたり両家家族の顔合わ
せ会食をゆの宿彩香さんで行いました。当時、私の父は介護が必
要な状態で車椅子生活でした。父の欠席も考えましたが彩香さん
に相談したところ、車椅子での会場（和室）への入室を快く許可
いただきました。その一年後に父は他界しましたが、一緒に会食
でき彩香さんには大変感謝しております。
（湯梨浜町）★GO TO
トラベルが年末年始に中止になりましたが、We love 鳥取や湯
梨浜町補助の支援、ゆりはま商品券も活用してはわい温泉の羽
衣、望湖楼、東郷温泉の水明荘と 3 回宿泊しました。安価で満足
なのはもちろん、宿泊客が少なかったので風呂ではのんびりと景
色を眺めながら入ることが出来ました。料理も美味しかったで
す。（湯梨浜町）★ゆるりん館のバイキング、コロナ対策もしっ
かりとされ、一品ずつラップもされているので安心して食べるこ
とが出来ます。とても安くて友達と行っています（鳥取市）★昨
年秋、千年亭さんに泊まりました。売店につるし柿が下がってい
て売店の方に作り方、苦労話などいろいろお話ができました。
（大
山町）★子どもに優しい挨拶が多く、嬉しくなります。
（神戸市）
★中国庭園燕趙園で雨が降り始めた時、従業員の方が傘をわざわ
ざ持って来てくれた（北栄町）★先日養生館に日帰り入浴しまし
た。普段は日帰りでは入れない貸切風呂に入ることが出来てとて
も気分が良かったです。かけ流しで良いお湯でした（琴浦町）
★民宿鯉の湯を利用しました。カニコースをお願いしたのでその
名の通りカニをたくさんいただき、ゆでガニは持ち帰りにしても
らいました。カニ以外のおかみさん手作りのゴーヤの佃煮、きん
かんの甘露煮、タケノコの煮物、鬼ゆずの甘煮等、素材を生かし
たお料理も“おふくろの味”風で大満足でした！（鳥取市）

湯梨浜イベント情報
「軽トラマルシェ in ぱにーに」
鳥取県内の女性農業者で結成された A-Nyoba（ええにょ
うば）主催の軽トラマルシェです。県内産の新鮮な野菜や
お米、果物などを販売します。全国の農業女子ネットワー
クでお取り寄せした珍しい野菜があることも♬
[開催] 2 月 27 日（土）

[時間]10:00～14:00
[会場]ぱにーに湯梨浜店駐車場(湯梨浜町旭 27)
★ぱにーに営業時間は当面の間 10:00～16:00 です。
「春よ来い♪ゆるりん市」
もちつき、湯梨浜ラーメン、フンティーの販売と歌の披露、
おにぎり、スイーツなど地元店舗も参加する手作り市です。

[開催]3 月 14 日（日）
[時間]11:00～14:00
[会場]交流センターゆるりん館（湯梨浜町中興寺）
[問合]上記会場 (0858)32-2539

「鳥取県湯梨浜町オンライン移住相談会」開催
★湯梨浜町へ移住に関しての相談を受け付けます。生活環境、
仕事、住宅事情などお悩み事があればお気軽にご相談ください。
<日
時>3 月 3 日（水）17:15～20:15 最終受付 19:45
3 月 4 日（木）17:15～20:15 最終受付 19:45
<応募 締切＞ご希望日の 3 日前までにお申し込みください。
＜使用アプリ＞「ZOOM」その他のアプリは要相談
＜定
員＞１日５組（１組 30 分）
＜予約方法＞メール、電話（湯梨浜まちづくり会社）
、peatix
＜特
典＞ゆりはまオリジナルグッズをプレゼント
問合せ/湯梨浜まちづくり株式会社 電話（0858）48-6210
✉ ijyuteijyu.yurihamamachidukuri@gmail.com
Web http://yurihama-machidukuri.net/
※氏名、住所、連絡先/電話・メールアドレス、希望日時をお伝
えください)。担当/移住コーディネーター浜本

２月号 表題の写真は？/東郷湖と東郷温泉

国民宿舎水明荘

の夕景

◆東郷湖畔にそびえる東郷温泉 国民宿舎水明荘は、鳥取県営の施設として 1957 年（昭和 32 年）10 月 1 日に
開業し、1977 年（昭和 52 年）鳥取県から旧東郷町に移譲、増改築後、町村合併で湯梨浜町となった平成 16
年 10 月に湯梨浜町営国民宿舎水明荘となったお宿です。
国民宿舎とは、自然環境に優れた休養地に建つ公共の宿で、観光はもちろんスポーツやリクリエーション、会議
など誰でも気軽に利用できる宿舎で、現在全国に 67 ヵ所あり、そのうち 39 ヵ所は何と温泉地なのです(⁎˃ᴗ˂⁎)
それぞれに特長がありますが、水明荘は明るく広々としたロビーやレストランからは風光明媚な東郷湖を一望することができ、
湖底から豊富に湧き出す温泉が自慢のお宿です。2 階の大浴場、
4 階の露天風呂から沈みゆく夕日を眺めるのもよし、季節の
食材を活かしたお料理を楽しみながら極上の時間をお過ごし
ください。また、玄関右手には町内唯一の飲泉（龍泉の湯）が
ありどなたでも無料でご利用いただけます。小さなお子様と
一緒でも安心な子育て応援サービス（ベビー用品貸出し/無料）
や、車いすをご利用のお客様にも安心なバリアフリー客室
（最大 5 名様）
、家族風呂、お一人様の宿泊も気軽なシングル
<東郷温泉 国民宿舎水明荘>湯梨浜町旭 132
ルーム、ツインルーム（ベッドのお部屋）も完備。その他 HP で
電話（0858）32-0411 FAX（0858）32-0130
紹介しておりますので、ぜひチェックしてみてくださいね。
https://www.suimeiso.jp/

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
※現在、新型コロナウィルス感染拡大防止のため外来利用の
「人生相場」は要チェック♪
レストラン営業は休業しています
<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。
https://ameblo.jp/koji-tanimoto/
(問合) タニテツプロ合同会社 TEL/FAX 03-3361-3455

