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ひまわりのさんぽみち

湯梨浜町観光協会

会員募集中！！

～地域に愛される“癒しの丘”でありますように～

◆「今年も泊のひまわりは咲きますか？」梅雨が明け、本格的な夏が近づくに
つれて増えてくる問合せ。
SNS や口コミから年々評判を呼んでいる「ひまわりのさんぽみち」は、今では
湯梨浜町の夏の風物詩になりつつあるようです。
道路に案内看板があるわけでも公園になっているわけではないひまわり畑は
湯梨浜町原にあり、個人の畑に撒かれたひまわりなのです。
管理されているのは藤井亮子さん(﹡ˆᴗˆ﹡)普段は県内で一番早く出荷され、
ふるさと納税の返礼品や直売所等でも販売される「とまり美人すいか」や
「ほうれん草」などを栽培しておられます。
ひまわりの種を撒くことになったのは平成 19 年のこと。
当時農業委員だった藤井さんは、農地の確保や利用・農家の担い手の育成など
“農地を守る”ための様々な活動をする中で、ひまわりが緑肥になることを知り
ました。ひまわりは、深く根を張り吸肥力が強いため、土壌物理性の改善が期待
でき、菌根菌を増やすため連作障害を防ぐ効果があるそうです。
「まずは自分の家の畑に撒いてみよう。せっかく種を撒くのだから皆が喜ぶよう
な畑にしたい」と花が咲いた風景をイメージしながら、小さすぎず大きすぎない
▲藤井さんの友人が作ってくれた看板
ものを選び、10 アールの畑に種を撒いたのが始まりです。
こうして 5 月に撒いた種は一週間ほどで発芽し、大地に根を張り雑草を押しのけてグングンと成長。芽は双葉から本葉へ、
いつしか葉の中には小さな蕾ができていました(´,,•ω•,,)
その蕾は徐々に膨らみ、存在感を発揮しながら大きく成長。8 月上旬を迎えると今までの黄緑色の畑から一変、陽射しが射す方
向に向かって見事な大輪の花を咲かせました。
まさに「サンフラワー」ヽ(*'∀'*)/
こうして年々話題を呼び、数年前には地元のお子さんたちと畑内にお菓子
を隠して探し当てる“宝さがしゲーム“も行い大好評だったそうです。
初心者でも比較的育てやすいひまわりですが「ひまわり畑」を毎年継続さ
せるのは至難の業。
家業もあり身体的にも年々管理が難しくなってきたところ、この取り組み
に賛同してくださる地域の皆さんのご協力があり、農業委員の任期を終え
た今もなお続けているそうです。
「畑の迷路はどうやって作っているのですか？」
亮子さん「あ、迷路は・・
（照れたように）成長してから草刈り機で適当に
クネクネ～と作っているんですよ(*>ш<*)本当は初めから道を想定して種
撒きをすれば良いのかもしれないれど、ほら、成長してみないと様子がわ
▲アロハカーニバル 2017 優秀賞作品
からなくて」
なるほど！成長してから道を作った方が面白いコースが自由に作れそうです。「畑を有名にしたいわけじゃないんです。とにか
く地域の人が喜んでくれるのが嬉しくて」と亮子さん。
先日の豪雨の際も、誰が頼んだわけでもなく「〇〇の道が通れないから〇〇の方を通って！」
「買い物行けれんかっただろうけ、
これ買っといたよ」「うちを避難所にしてええけな、困ったら来てよ」など、皆で助け合い、地域で見守り支え合うことができ
本当に心強かったそうです。
地域ではグループ活動も盛んで「あじさい会」
「おやじの会」
「達人クラブ」
「味噌の会」
「ケチャップおばさん」などの会があり、
年代を超えた住民同士のコミュニケーションも大切にされています。
（о´∀｀о）
さて、気になる今年の花は？
花から取り出した種ではどうしても発芽率が下がってしまうため種は専門店で購入し、
5 月に泊のわかばこども園の園児の皆さんと一緒に種まきをし、現在すくすくと成長中で、
間もなく満開を迎えます。
ひまわりは北アメリカ原産 キク科ひまわり属の一年草で、
黄色だけでなく、オレンジ、白、赤、褐色など様々な品種
今年も
があり、元気で明るいイメージのある夏の花として人気が
あります。ひまわり全般の花言葉は「あなただけを見つめる」 咲かせます♪
「愛慕」
「崇拝」
「あなたは素晴らしい」
青空の下で咲き誇る、地域に愛される癒しの丘
「ひまわりのさんぽみち」で この夏、感動を味わいませんか。 ▲藤井亮子さん 趣味はキルト♪ご自宅には大作がたくさん！

夏本番

海水浴を楽しもう

ハワイ海水浴場

◆例年よりも 20 日以上早く梅雨入りし、7 月 13 日に梅雨明けした鳥取県。
鳥取県内 11 ヵ所の海水浴場のうち、2021 年営業をしているのは 6 ヵ所［皆生温泉海遊ビーチ（米子市）
・ハワイ海水浴場（湯梨浜町）・小沢見海水浴場（鳥取市）
・浦富海水浴場（岩美町）
・東浜海水浴場
（岩美町）
・牧谷海水浴場（岩美町）］で、それぞれの地域の魅力を活かした海水浴場（海の家）を展開
しています。
湯梨浜町で開設された「ハワイ海水浴場」は、白い砂浜、青い海、シュロの街路樹が hawaii を思わせ、
海岸近くにそびえる湯梨浜のダイヤモンドヘッド“馬ノ山”を望む日本のハワイビーチです♪
開放的な海の家では休憩はもちろん、焼きそば・ラーメン・かき氷などの定番フードメニューも楽しめ
ます。重い荷物は抜きにして、ハワイビーチで夏を満喫しませんか。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・安全・快適に過ごしていただけるよう運営して
まいりますので、皆さまのご協力をよろしくお願いいたします。
また、海に入る前には準備体操をする、保護者は子どもから目を離さない、
うっひょ～
飲酒したら泳がない、こまめな水分補給と休憩をとる、日焼け対策など
海サイコ～♪ 海で安全に楽しむための注意点を確認し、実行しましょう。
県内海水浴場情報は、こちらからどうぞ→ https://www.tottori-guide.jp/806/26876.html
[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
[レンタル品] 浮き輪（大小いずれも）500 円
パラソル 500 円、ボート 1,200 円、コンプレッサー無料
更衣室 6 室、温水シャワー90 秒 100 円、水シャワー無料

[海水浴場の問合わせ Q＆A]

Q クラゲはいますか？
A.クラゲは基本的に一年中海にいます。
Q 海水浴場でバーベキューは出来ますか。
A.申し訳ありません。海水浴場でのバーベキューは禁止です。 お盆前にいるクラゲは「幼生」という子どもの状態。お盆明け頃
に「成体」という大人の状態に育ち、近くに寄ってきたものを敵
Q 更衣室のみの利用はできますか。
や餌と思って刺すのです。クラゲ予防ローションや日焼け止めク
A.ご利用いただけます。
リーム、ワセリンを塗る、T シャツを着て入るなどの予防が効果
Q 砂浜にテントを張っても良いですか。
的だといわれています。
A.OK です。
気持ちイイ～！！
Q 水温はどれくらいですか。
Q キャンプは出来ますか。
A.天気と時間帯によって水温も変わり
A.東郷湖羽合臨海公園（宇野地区）で利用可能です(無料)
(0858)32－2189 あやめ池スポーツセンターまでお問合せください。ます。
Q 犬を連れて行っても良いですか。
A.OK です。他のお客様との距離を保ちご迷惑にならない
ようご注意ください。
あ～
Q 海の家にアルコールは販売していますか。
埋まっちゃう
A.缶ビールと缶チューハイがあります。
Q 今日波はありますか？泳げますか？
A. 荒天の場合、海水浴場→観光協会へ連絡が入ります。
へっへっへ♪
お問合せ下さい。

＜湯梨浜町観光協会 HP＞

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）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
駐車券の問合せ/はわい温泉・東郷温泉旅館組合 0858-35-4052

●ハワイ海水浴場混雑情報発信中●
➀湯梨浜町観光協会 HP にアクセス⇒ https://www.yurihama-kankou.jp/
②「ハワイ海水浴場ご利用のお客様へ 混雑情報発信中」バナーをクリック
※海水浴場混雑情報や施設情報（営業時間/料金/レンタル品など）
、を掲載しています。
その他ハワイ海水浴場の問合せは湯梨浜町観光協会まで(0858)35-4052

Coming soon
レストラン吉華

牛 ぎゅう 骨 こつ 丼 どん

◆「牛骨ラーメン」といえば、鳥取県中部の B 級グルメとして根強い人気を
誇るソウルフード。湯梨浜町内でも牛骨ラーメンを食べられる店がいくつかありそれぞれの
味を楽しむことができますが、旨味がたっぷりでコクのある牛骨ベースが合うのはラーメン
だけではありません。
レストラン吉華（湯梨浜町引地 560-3）で
人気の牛骨シリーズ「牛骨焼きそば」
「牛骨カレー」に加え、8 月から新たな
牛骨メニューが登場します。その名も「牛骨丼」(*´罒`*)
「牛丼」でいいですって？いいえ牛骨丼です(・`A´・)/ 名前の通り出汁に使用
しているのは牛骨スープ。このスープで具材をコトコト煮込むことで、牛骨の
旨味が牛肉にしみ込み、ひとたび噛めばまろやかで甘い香りが口いっぱいに広
がり白飯がどんどんススム仕上がりとなっています。
玉ねぎもトロットロで美味なのです♪
メニューに加わってからでしたら店内でもお召し上がりいただけますが、テイ
クアウトにしてお好みでキムチやチーズ、温泉たまごなどをトッピングして食
べるのも楽しいですよ。 牛骨パワーで暑い夏を乗り切ろう。
▲テイクアウト用 牛骨丼
★定番の「牛骨ラーメン」はもちろん、梅やレモンを使った夏にピッタリの牛骨ラーメンも人気だよ。
空腹を満たしてくれる濃厚な「牛骨味噌ラーメン」
、インパクト大の真っ赤なスープヽ(; ﾟ д ﾟ)ﾉ「猛牛ラー
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
メン」は、インスタでつい自慢したくなるから携帯（カメラ）必須のメニューなんだ。
辛さの中に牛骨特有の甘みと旨味がギュッと感じられる一品で、リピーター続出の人気ぶり♪
ご飯やサラダのセットにしたり、煮玉子やチャーシューをトッピングしたり、辛さを調節したりしてお好み
の一杯を見つけよう！
レストラン吉華 湯梨浜町引地 560-3
営 12：00～21：00 不定休
TEL(0858)32-2633 FAX(0858)32-2634
★団体様向けメニューもあります。
猛牛ラーメン 牛骨味噌ラーメン 牛骨塩梅

足湯そうじにエンヤコラ

さっぱり牛骨塩レモン

牛骨ラーメン

はわい温泉・東郷温泉旅館組合

◆服を着たまま気軽に温泉を楽しむことができ、疲労回復やリラックス効果も実感できる足湯。
湯梨浜町には、誰でも無料で入ることが出来る足湯がはわいエリアに４つ（福禄寿の湯・恵比寿
の湯・弁財天の湯・寿老人の湯）、東郷エリアに４つ（布袋の湯・毘沙門天の湯・大黒天の湯・
げんき湯）あり、デザイン・材質・広さ・深さ・ロケーションとそれぞれに特長があります。
これらの足湯を快適に利用していただけるよう維持管理に努めていますが、毎週月曜日の午前中
は、はわい温泉・東郷温泉旅館組合管理の足湯清掃日。
平成 15 年 8 月にはわい温泉足湯 第一号として福禄寿の湯（ゆの宿彩香前）ができてから、現在
も周辺の旅館が持ち回りで清掃を行っています。
まずは浴槽の湯抜きから(๑¯ิε ¯ิ๑)
その間に天井のクモの巣等を取り除き、周辺のゴミを拾います。気温が高いと苔が付きやすく、また岩やタイルなど足湯の形
状によって浴槽を磨くのもなかなか大変な作業です。
泉質はナトリウム・カルシウムを含む塩化物・硫酸塩泉で、湖中にある源泉からポンプでくみ上げたお湯を一度貯湯タンクに
溜めてそのまま配管を通して足湯におくっているため 100％源泉かけ流しとなっております。（※布袋の湯は循環ろ過）
そのため、適温にするには清掃後の“お湯の出し加減”が重要となります。気温が高い日に勢い良くお湯を出すと熱すぎて入れ
ず、気温の低い日は外気によってお湯が冷めてぬるくなってしまうのです。
「〇〇の足湯が熱くて入れんわ！」「〇〇の足湯がぬるい」などのお声によりその都度調整しなおしていますが、お好みの足
湯を見つけて巡るのも楽しみのひとつです。
ゴミなのか忘れ物なのか、掃除の際見つけるのが「使用済みの湿布」
。足に貼っていた湿布を剥がしたけれどそのまま忘れてし
まったのでしょう。その他の忘れ物には「くつした」
「かぎ」
「タオル」
「傘」
「ハンカチ」
「帽子」
「財布」などがあるようです。
貴重品は警察署へ届けますが、その他の忘れ物は はわい
温泉・東郷温泉観光案内所でお預かりすることもありま
すので、
「もしかして」と思われたお客様はどうぞお気軽
にお問合せください。
ゴミは必ずお持ち帰りいただき、皆が気持ち良く利用で
きるようルールを守って利用しましょう。
これからも観光のお客様はもちろん、地元の皆様にも愛
される足湯を目指していきます。
▲恵比寿の湯/はわい温泉
（旅館 水郷斜め前）

▲寿老人の湯/はわい温泉
（ビジネスホテル山本 前）

＜問い合わせ＞
はわい温泉・東郷温泉旅館組合（0858）35-4052

へんないきもの水族館

中国庭園燕趙園内で開催中

◆地球の総面積の約 70％を占める「海」
。現在、海には一体どれくらいの生物が生息している
のでしょうか。
海には私たちが良く知る魚たち以外にも、数多くの生き物が生息しておりその数は 1000 万種
以上だといわれています。そんな海の生物のなかで、可愛くてどこか憎めない“へんないきもの”が集合した「へんないきもの
水族館」が、中国庭園燕趙園内で開催されています。その姿と名前に注目しながら、お楽しみください。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
●海の世界へようこそ●
フロア内にはガイドさん
がいます。
分からない事が
あれば質問して
みよう。

<開催期間>2021 年 7 月 17 日（土）～8 月 22 日（日）
<時
間>9:00～17:00（最終入場は 16:30 まで）
※新型コロナウィルス感染症対策のため
入場制限を行うことがあります。

<入 場 料>一般（高校生以上）800 円
小・中学生 600 円
幼児（3 歳以上）400 円
<会場>中国庭園燕趙園（湯梨浜町引地 565-1）

▲メガネラッパ▲

★中国雑技ショー★1 日 3 回 毎日開催/9:30 13:30 15:00
期間中は野外ステージで上演します。
●燕趙園問合せ●中国庭園燕趙園（0858）32-2180
●水族館問合せ●日本海新聞中部本社ビジネス支援課
（0858）26-8340/平日 9:00～18:00

中国庭園燕趙園 二胡体験

▲カエルアンコウ▲
▲アロークラブ▲

◆中国庭園燕趙園では、中国の伝統芸能である「二胡」を体験できる教室を開催しています。
受講は無料ですが燕趙園の入園料が必要です。事前申込は不要、講師による実演も
ありますよ。心の奥に深く響く美しい音色で癒されてみませんか。
＜開催日＞8 月 1 日（日）、8 月 15 日（日）、9 月 5 日（日）9 月 19 日（日）
＜会 場＞中国庭園燕趙園 園内
＜時 間＞13:30～15:00 ※楽器を使用する前後の手指消毒をお願いします。

夏のおもいでモニュメント

泊漁港

◆2021 年 7 月、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の衣装が泊の夏に
ぴったりの水着に衣替えされました。
水色のサーフパンツと頭にはゴーグルを着け、今にも泊の海に
飛び込みそうなヨンデル君。
ヨンデルちゃんは、紐を首の後ろで結ぶホルターネックビキニ
に裾切り替えフレアのスカート、エレガ
ントな麦わらぼうしが良く似合ってい
ます。
まだまだこれから暑
い日が続きますが、
水分補給と塩分補給、
適度な休息を取り
体調を崩されません
ようご自愛ください。
ヨンデルより

湯梨浜町 PR 大使 谷本耕治

▲カワテブクロ▲

📺 BSS 山陰放送

生たまご

Bang!

８/１８（水）夜７：００～ どうぞお見逃しなく！
湯梨浜町のアレコレが紹介されます。
◆7 月 1 日（木）山陰のグルメやお役立ち情報などを幅広く
紹介する地域密着型情報バラエティー「生たまご Bang！」
（BSS 山陰放送/毎週水曜日 夜 7 時放送）のロケーション撮
影が、湯梨浜町で行われました。
出演者の皆さんは、日本のハワイにちなんでアロハシャツで
ご来町。潮風の丘とまりでのグラウンド・ゴルフ、道の駅は
わい内レストラングルメやカフェスイーツ、はわい温泉羽衣
でのレイクアクティブ、今滝では出演者の〇〇さんがあんな
ことに！
湯梨浜の素材を活かしたオリジナルアイスクリーム“ゆりは
まアイス”も紹介されます。
湯梨浜町のあんな人、こんな人
も出演。
皆さまどうぞお見逃しなく！！

★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

▲滝床料理（個人向けプランお弁当）を楽しむ出演者の皆さん

