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湯梨浜町観光協会

会員募集中！！

築 50 年の古民家をリノベーション

ゲストハウス 縁庵

～ゆかりあん～

OPEN

潜入ルポ

◆「長い道のりでしたがやっとここまできました」と話すのは、築 50 年の
古民家をリノベーションしオープンした「ゲストハウス縁庵（ゆかりあん）
」
（湯梨浜町田後 302-1/山陰合同銀行羽合支店横）代表の鈴木京花さん。
中国黒龍江省生まれの京花さんは母国で小学校教員をしておられましたが、
1999 年縁あって日本へ。文化の違いに戸惑いながらもたくさんの人に支えられ
て不安を乗り越え、観光ガイドや飲食店の女将、旅館での接客業、地域の活動
にも積極的に参加し韓国語・中国語講師や通訳の仕事を続けてこられました。
“いつかゲストハウスをオープンして国際交流の場にしたい”そんな夢を抱きなが
ら約 10 年。さまざまな物件を探し続ける日々の中で、ハッと心に留まった一軒、
それがこの湯梨浜町田後の古民家だったといいます。
元の家主が不在となり、たまに関西から家主の親族が家の風通しに来られて
いましたが、長い間空き家となっていました。通る度に気になる家。
親族の方が来られるタイミングで念願の内見をしたものの、基礎の造りは非常に
複雑で、その後に起こった鳥取県中部地震によって天窓は割れ、雨漏りも
さらに酷くなってしまい、外見では分からなかった現状を突き付けられ断念
せざるを得なかったといいます。しかし、どうしても頭から離れません。
「後悔はしたくない、前に進もう！」ついに！リノベーションを開始。
お客様を招くとなると床、畳、壁、窓、水回りや庭に至るまで全てに配慮
▲庭の梅の木は今年豊作♪
しなければならず、傷んだ部分と古い荷物の整理に大苦戦。
▲玄関には手作り木彫看板
しかし、悪いことばかりではありませんでした。
趣のある囲炉裏、壁には珍しい農具がインテリアとして掛けられ、掃除する中で見つけた立派な備長炭に
豆炭、味わいのある陶芸品や家具たちも 残されていました。
古いものを単に処分するのではなく、何かの形で残し利用してあげたいという物に対する思いは、いつか
自分のゲストハウスに飾りたいと コツコツ収集してきたアンティークな調度品と共に、古民家に新しい
息吹を吹き込んでいきました。
▲縁庵 代表の鈴木京花さん
湿度を吸放湿する炭を床下に敷き、建物の古き良さを残しつつ快適に利用していただけるよう細かな
部分まで改善。
伸び過ぎて茂った樹木は伐採し、庭を耕して花や野菜を植え、早朝か
ら夜遅くまで空き時間を見つけてはコツコツと作業を続けたそうです。
作業をし過ぎて腱鞘炎になりながらも“夢のため”
県や役場、消防署へ何度も通い、複雑過ぎる手続きに心が折れそうに
なっても“夢のため” ( •̀ᴗ•́ )و
そんな思いに応えてくれるかのように、庭に植えられた花や緑は優し
く出迎えてくれます( ⁎ᵕᴗᵕ⁎ )
「周りは建物ばかりなのにこの庭に花を植えるとすぐに応えてくれる
んです。ほら、あのバラもついこの前植えたばかりなのに、もう根が
付いて咲いているでしょう」花が好きな京花さん、まだまだお庭のお
手入れに余念がありません。
玄関に続くアプローチには元々石畳が敷いてあり、とても気に入って
いたそうですがお客様のキャリーバックを引く際に引っ掛かって
▲囲炉裏のある展示室 ▲仕切り可能な 6 畳×2 部屋の和室
しまう恐れがあるため、石畳を掘り起こして別の場所で再利用。
入口のひと際目を引く「縁庵」木彫り看板は、94 歳の知人の書を転写して彫り、焼き目を付けて木目を活かしたアンティーク
仕上げ。何と京花さんのご主人による完全手作業です Σ(ﾟ Д ﾟ)!! 「ご主人さんは、職人さんですか？」
「いいえ、全然！違いま
すよ」なんという器用さ。壁塗りや障子貼りなど、ご家族の協力も大きな支えになっているに違いありません。
玄関の戸を開けると、そこには囲炉裏を中心とした 11 畳の交流スペースが広がっていました。見上げてみると、ちょうど
入母屋屋根の真下にあたります。キッチン側には重厚感のあるテーブルセット、その奥には 6 畳の和室、玄関右手の
縁側に沿った 6 畳の２部屋は開放して使用するのはもちろん、ふすまで仕切ることもできます。
ゲストハウスがあるのは比較的交通量の多い通り沿いなのにも関わらず、一歩入れば時間が止まり、ほっと
する空間なのです。
後日、学生時代この家で祖母と過ごしたという女性とそのご長男と一緒に、再度「縁庵」を訪れることに
なりました。

「うわぁ、すごい！ほんまにうちが住んでた家？」この家を離れてからは、関西に住む
ご両親の知人に住居として貸したりすることもあったそうですが、空き家になる期間が
長く ご両親やご兄弟が鳥取に遊びに来る際、囲炉裏で焼肉を食べたり泊まったりする程度
だったそうです。京花さんに案内してもらいながら各部屋へ。
長男の T 君は「おじいちゃんとおばあちゃんに田後の家がどんなふうに変わったのか教え
てあげたい」と新聞記者のように京花さんの言葉を一生懸命メモに取っていました( •⌄• )
6 畳の和室に入ると「あ～懐かしい。ここ私の部屋やったわ、ほんまに綺麗になってる」
壁も畳も素敵に様変わり♪しかし部屋の隅に置かれた飾り棚にさらに懐かしさが込み上げ
てきす。棚に置かれた品々の中にあるものを発見 (•́∀•̀ฅ )
▲二人、縁側にて
「これ、おばあちゃんの作った花瓶だ。嬉しい！」生前は趣味で陶芸をされていたそうで、
その作品たちもお客様をお迎えするための大切なアイテムに生まれ変わっていたのです。話をしているうちにお客様が来られ
ました。京花さんの韓国語・中国語教室に通われている方です。
「あれ？どこかでお会いしたことがありますよね」
何と(*ﾟﾛﾟ)ノその方はお祖母様が最後にお世話になった介護士さんだったのです。狭い鳥取県といえども日常生活でなかなか
再会することのない人に、それも思い出のこの家で何十年か振りの再会。これも「縁庵」が繋いでくれた縁なのでしょう。
女性は、帰ってからお祖母様のお墓に手を合わせて報告「おばあちゃん、良かったね(*́ㅈ｀*)」長男の T 君はメモを清書して
関西のおじいちゃんとおばあちゃんに報告したということです。
縁庵の宿泊は素泊まりで「藤の間」「鶴の間１，２」の利用が可能です。お食事は、持ち込みか共用キッチンをご利用いただく
スタイル。シャワーのみで浴槽はありませんが、はわい温泉・東郷温泉も近くにあり日帰り入浴を楽しむことができます。
※要確認/施設によって営業日・利用時間等が異なります。宿泊以外の部屋やキッチンの貸出しも OK。↓↓↓
どうぞお気軽にお問合せください。 （着物の着付け、料理教室、ギャラリー、イベントの説明会、会議など 10 名様まで）
これからもいろいろな縁を繋ぐであろう「縁庵」で、古民家ステイを体験してみませんか。
<問合せ・申込> 休火曜日
ゲストハウス縁庵（ゆかりあん）鳥取県東伯郡湯梨浜町田後 302-1 代表/鈴木 京花
電話/090-6437-4980 ✉ yukarian.house@gmail.com
https://yukarianhouse.webnode.jp/
★韓国語・中国語教室も承り中！個人レッスン、無料体験もあります。
お気軽にお問合せください。

ハワイ海水浴場へ GO！

海水浴場での BBQ は
禁止だよ

◆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、昨年に引き続き鳥取県の新型コロナウィルス対策ガイドラインに沿って、皆さまが安心で快適な時間を
過ごしていただけるよう運営してまいります。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。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

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。
海岸からはゆりはまのダイヤモンドヘッド（馬ノ山）も望めます。広くて開放的な海の家で食べたい定番メニューといえば、
ラーメン・焼きそば・カレーうどんにかき氷。もちろんテイクアウトも OK です。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。クールダウンやお食事に海の家でごゆっくりとお過ごしください。
※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 16 日（金）～8 月 16 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/湯梨浜町観光協会(0858)35-4052
🌊混雑情報等を HP で更新します🌊
HP
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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 17 日（土）～8 月 15 日（日）宿泊の期間中、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作りにご利用ください。
チェックアウト後（宿泊の翌日）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
場駐車場係へお渡しください。チェックイン前（宿泊日）に海水浴場をご利用のお客様は、
お手数ですが一度宿泊宿にお立ち寄りいただき、無料券をお受け取りになってからご利用くだ
さい。無料券の有効期限は 8 月 16 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
※ハワイ海水浴開設期間は 7 月 16 日（金）～8 月 16 日（月）までです。7 月 16 日（金）のみ非該当日となります。

フンティで
地域おこし

フンティ、ちゃ・茶・チャ‼

蚕の糞を焙煎した
フンティー♪

◆心のリラックスと体のリラックスを兼ね備えたアイテム「フンティ」を通じて地域おこしを手掛ける
仲間たち「TEAM OSEI」
（代表：佐古晴一さん）によるイベント「フンティ、ちゃ・茶・チャ」が、
6 月 6 日（日）国民宿舎水明荘で開催され 39 名のお客様がお越しになりました。
東郷湖が一望できる広い会場の中央にはランウェイが置かれ、その両サイドにお隣と十分な距離を
保って席を配置、窓は開放され、手指消毒はもちろん とっとり新型コロナ対策安心登録システムの
活用促進など、できる対策を講じての開催となりました。
司会のお晴さんの紹介で、まず登場したのはフンティ愛好家の雰汀子（ふんていこ）と名乗る女性。
登場と同時にざわめく会場。そして客席のどこからかこんな声が聞こえてきました。
「あれぇ～沙羅ちゃんだが！アッハッハッハ」((́∀｀)) 雰氏はチラッとそちらを見て
▲どこか怪しげな
ほほ笑んだものの何事もなかったかのように壇上へ上がります。
(〃￣ω￣)σ フンティ愛好家
「フンティとは何か」構造から着用効果、さらには心の健康へとつながる 楽しくて
雰汀小（ふんていこ）氏
なるほどとうなずける講義をしてくださいました。声を震わせビブラートの効いた美声
キャラがすっかり板についていました。
参加者の皆さんがフンティに興味を持ってきたところで、お次は TPO（鳥取プリティおばちゃんズ）+お晴さんに
よるフンティファッションショー♪
フンティが際立つような趣向を凝らした衣装と演出でメンバーが代わる代わるランウェイを歩きます。
そして終盤、お晴さんが登場すると小さな悲鳴が。
「あれまぁ～ヾ(≧▽≦) ノ」こうして和やかムードでショーは
終わり、お次はティータイム。和菓子と共に出てきたのは糞茶！フンティーです。
このお茶の正体は、小石丸という品種の蚕の糞を集めて香り高く焙煎したもの。気になるそのお味は？
意外にも「美味しい」のです。渋みもなくマイルドな口当たりで、表現は人それぞれですが深い番茶と甘茶鶴の甘みをプラス
したようなコクのある味わいでした。
柳井沙羅さんのシャンソン・ショーでは、しっとりとしたスローテンポの曲や 切なくて
涙があふれる曲、心が躍るポップな曲など数曲が披露され、合間の楽しい MC と共に
会場はさらに盛り上がっていきました。
「今日は元気がでたよ。来て良かった、ありがとう」 柳井沙羅さんが歌う
「ハッピーフンティ」
感謝の声を聞いたお晴さん、今後も地域性を
「マイクを置いても」
考慮しながら楽しくて元気の出るイベントを
作詞・作曲/OSEI
シングル CD 発売中！
企画中です。どうぞお楽しみに★
090-2017-9046 まで

今年もたわわに 野花梅

見て、この

◆3 月初旬に淡いピンク色の花を咲かせ、摘果を終えた野花梅は でっかい梅
(°◇°;)
ぐんぐん成長し、6 月 2 日（水）初出荷を迎えました。
昭和 15 年～16 年頃湯梨浜町野花の果樹園で発見された梅は、大粒で肉厚、
豊後系の中でも高品質であることが特長です。
6 月初旬の青梅の大きさは 3 ㎝～4 ㎝、1 個の重さは約 40g と BIG サイズ。
しかし驚くことなかれ( ⁎ᵕᴗᵕ⁎ ) 加工品によってはふっくらと柔らかい完熟梅として、もっと
大きく樹で育ててから収穫するものもあり、5cm 以上の大玉もゴロゴロ。
ギリギリまで樹で熟したくても雨や風で簡単に落ちてしまい、収穫のタイミングが難しい完熟梅
ですが、完熟梅で作る加工品は青梅とはまた違った味わいがあります。
発見当初は、家庭用として自然に任せた状態の小梅。しかし、何とかして商品化を目指そうと
地域で見直し 試行錯誤を繰り返すこと数十年、努力も梅も実を結び、現在のような「野花梅」と
してのブランド化に成功しました。

倉吉市のスーパーで野花梅 PR

▲6/1 湯梨浜町野花の梅畑

<げんき梅商品問合せ> 湯梨浜町商工会（0858）32-0854

◆そんな希少な完熟梅を使用し「人のげんきは町のげんき」をコンセプトにげんき梅ブランドとして展開している湯梨浜町商
工会が倉吉市のスーパーマルイ上井店にて、梅酒と梅シロップ作りのデモンストレーションと野花梅の PR を行いました。
店舗入り口付近の野花梅特設コーナーには、収穫したての野花梅（青梅）をはじめ げんき梅シリーズの加工品、完熟丸ごと
梅ゼリー（菓子工房シェル・ブール）
・野花梅の飲むゼリー（ぱにーに湯梨浜店）
・げんき梅酢（レス
トラン吉華）
・野花梅クッキー（Mariko Sugar（有）石沼）他、数種が華やかに並び、お客様を
出迎えました。
買い物中のお客様も足を止め、デモンストレーションに注目。
「手軽なサイズのガラス瓶でレクチャーしてくださって、とても分
かりやすかったです。梅酒は毎年作るけれど、今年は梅シロップ
も作ってみます」と早速 野花梅をお買い上げいただきました。
ちょっとしたコツを知ることでいつもとは少し違った自分だけの
梅加工品が楽しめますね。クエン酸・リンゴ酸・コハク酸などの
有機酸類が豊富で、疲労回復や解熱、二日酔い防止などの薬効も
あるという“梅パワー”でげんきな毎日を過ごしましょう。

６月号★表紙の写真は？

観蓮会開催 7/17（土）・18 日（日）

中国庭園燕趙園と蓮

両日とも朝 6：30 開園

◆中国庭園燕趙園の園内には蓮池があり、毎年 7 月の蓮の開花に合わせ朝 6 時半から燕趙園
を開園し「観蓮会」を開催しています。
水中から真っ直ぐ伸び、早朝の静けさの中で花開く「蓮」は、熱帯域の湿地に分布する多年
性水生植物で、日の出と共にゆっくりと咲き始め 7 時～9 時頃に満開となりその後また
ゆっくりと閉じはじめ、蕾に戻ります。
これを 3、4 回繰り返し、最後蕾に戻れなかった花は散り “がく” だけになります。
お昼過ぎまで咲いている花は蕾に戻れず散ってしまう蓮。最後は日中に多くの人に見てもら
おうと最後の力を振り絞って咲いているかのようです。何と健気で神秘的なのでしょう。
水の底には塊茎(カイケイ)という大きな根をつくり、そこから茎や葉を伸ばして生長し丈は水面から 1、５m～２ｍその先に花
を咲かせ、花を支える花托はたくさんの穴が開いており果実が入っています。その姿が蜂の巣に似ていることから「ハチス」と
呼ばれ、それが「ハス」になったといわれています。
「静けき朝 音たてて 白き蓮花のさくきぬ」
（石川啄木）
「蓮開く音聞く人か 朝まだき」「朝風にぱくりぱくりと蓮開く」
（正岡子
規）などと詠まれているように蓮の花が咲く時には実際に「ポンッ」や「パカッ」という音はするのでしょうか。
鳥や虫全ての生きものが息をのみ静寂に包まれる時間は夜から朝になる 3 時 45 分だといわれています。何と蓮の開花時間も
3 時 45 分だというのです。昔から「本当に音がするのか」ついては論議されてきたようで、実際に収音機で調査した記録も
あるようです。気になる結果は？(・_・)
「ポンッ」あれはカエルが跳ねた音だったのか、葉の水滴が落ちた音だったのか、あるいは池の
鯉が口をパクパクした音だったのか、心の中の音だったのか。
いずれにしても澄み切った空気の中でじっと蓮と向き合い、心を研ぎ澄ます時間はとて
も清々しく貴重なものです。
さあ、実際に音はするのか。開花のロマンを求めて中国庭園燕趙園へお出かけください。
★燕趙園自家製蓮茶でおもてなし ★水をはじく性質のある蓮の葉で水鉄砲遊びをして
みよう。<燕趙園入園料> 大人 500 円/小・中学生 200 円 （0858）32-2180
※通常開園時間までの入れ替えはありません。
共催夏休み企画×日本海新聞発刊 45 周年記念事業
水族館が
やってくる

7/17（土）～8/22（日）

「へんな生きもの水族館」 in 燕趙園

◆個性あふれる海の生き物たちを間近で観察できる移動水族館が中国庭園燕趙園にやって
きます。キモカワイイと人気のオオグソクムシや大型カブトガニなどの甲殻類、ミニクラ
ゲやカクレクマノミなど約 30 種類を展示し、生き物に触れることが出来るタッチングプ
ールやネイチャーアクアリウムも常設。
<入場料/中国庭園燕趙園入園セット>一般 800 円/小・中学生 600 円/幼児 400 円
2 歳以下無料、前売り券はありません。
We love 山陰キャンペーン対象 鳥取県・島根県在住のお客様は入場料が半額になります
主催/日本海新聞中部本社ビジネス支援課 TEL（0858）26-8340

湯梨浜町オンライン移住相談受付中
湯梨浜町への移住相談を受け付けています。生活環境、
仕事、住宅情報などお悩みのことがあればお気軽にご相談く
ださい。移住コーディネーターがサポートします。※予約制
<相談時間>平日 9:00～20:15 / 1 組 30 分程度
◆オンライン相談受付・お問合せ先◆
湯梨浜まちづくり株式会社 電話 0120-48-6210
9:00～17:00 移住コーディネーター浜本
✉ ijyuteijyu.yurihamamachidukuri@gmail.com

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！
<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

オオグソクムシ

湯梨浜町 YURIHAMA
AR スポットマップができました
◆東郷湖を中心とした周辺の看板やモニュメントを携帯でか
ざすと、動画＆音声で観光スポットを案内する「湯梨浜町 AR
スポットマップ」ができました。
ウォーキングしながら足湯でホッと一息。 すごーい
さあ、パンフレットを持って出掛けよう♪ 動いた！
➀無料アプリ「COCOAR」をインストール
★パンダのマークが目印です
②「COCOAR」を立ち上げて、現地の看板に携帯をかざして
ください。パンフレットをかざしても OK♪パンフレットは
役場、観光案内所
等にあります。
<問い合わせ>
町産業振興課
（0858）35-5382

パンダの
イラストが
目印だよ♪

