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湯梨浜町内で 「ドッグラン」試行

湯梨浜町観光協会

会員募集中！！

東郷湖羽合臨海公園内 多目的広場

◆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
自然や地形を活かした東郷湖羽合臨海公園が整備され、季節ごとに咲く花々が
訪れる人を楽しませてくれます。
Café ippo ハワイ夢広場（受付）
東郷湖羽合臨海公園の中心地区である浅津公園には、広い砂場と遊具のある
「児童遊戯公園」
、アメリカのハワイとの交流・湯梨浜町制施行 10 周年を記念して
建てられた「アロハモニュメント」や中心地にある「風の詩モニュメント」
、
青々とした芝が敷かれた「ピクニック広場」ではグラウンド・ゴルフを楽しむ
こともできます。運動会やお祭り会場にもなる「催物広場」でサッカーや
ドッグラン
羽合ひかり園
キャッチボールを楽しむのも良し。
東郷湖
はわい温泉からも近いため、宿泊のお客様はチェックイン後にレンタサイクルや
ウォーキングで湖畔をゆったりと散策したり、翌日少しだけ早起きをして澄んだ
空気の中でパワーチャージするのもオススメです。
そんな浅津公園内 多目的広場の一部で 8 月 23 日（月）～9 月 30 日（木）までの
期間、湯梨浜町初となる「ドッグラン」が試行されました。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
犬の大きさで利用時間が異なりますのでご注意ください。
<奇数日>9:00～13:00 小型犬
13:00～日没 中・大型犬
<偶数日>9:00～13:00 中・大型犬 13:00～日没 小型犬
<利用について>無料です（登録制）試行中につき、利用後のアンケートにご協力ください。
初回利用時（当日可）に➀1 年以内に接種した混合ワクチン接種証明書②狂犬病予防接種証明証（注射済プレート可）を持参
し、ハワイ夢広場で受付 ⇒ 「登録証」と当日利用できる「入場カード」
「ドッグラン出入口鍵の暗証番号」を受け取る ⇒
ドッグラン利用 ※利用時には必ず入場カードを首から下げてください。
⇒ 終了後 「入場カード」をハワイ夢広場へ返却 ※次回利用時からは受付にて登録証を提示し、当日利用の入場カードをお
受け取りください。ドッグラン利用上の注意事項は、現地立て看板にも掲示してありますので内容をご理解いただき、マナー
を守ってご利用ください(‘ω’)ノ
犬に限らず動物とのふれあいには人間を癒す不思議な力が
あるといわれており、幸せホルモン“オキシトシン”が分泌
されるという研究結果があるようです。
1 万５千年も前から人間と犬は共に生活していたと考えら
れており、狩猟を目的に飼育されていた犬は長い歴史の中
で“家族”や“パートナー”という存在に変わりつつあるよう
です。
しかし、いくら大切な存在であっても犬は人間ではありま
せん。犬種や個体ごとに性格も運動量も違い、思わぬ問題行動を起こしてしまうこともあるのです(*´Д｀)
ドッグランは、運動量の確保、ストレス発散、好きなペースで休憩するなど犬の本能を満喫できる犬のレクリエーション空間
ですが、飼い主さんの事前準備や監督、他の犬への配慮が必要不可欠となります。
他の犬がドッグランに入ってくる場合は呼び戻してリードで落ち着かせる、飼い主さんに声を掛けるなど、犬世界の社会性だ
けでなく、飼い主同士もマナーを守り交流を楽しみましょう。
賑わいのある都市公園を目指してドッグランを試行しました。どうぞ皆さまの貴重なご意見をお聞かせください。
<受付・緊急連絡先>東郷湖羽合臨海公園ハワイ夢広場 電話（0858）35-4622
<ドッグランについてのご意見、連絡先>東郷湖羽合臨海公園 電話（0858）32-2189 ✉hawaiyamane@ybb.ne.jp
================================================

Café ippo テラス席ワンちゃん同伴 OK
〒鳥取県湯梨浜町南谷 573 電話（0858）35-6161
営 10:00～17:00 月曜休
★湖畔に面したウォーキングカフェ
Café ippo のテラス席では犬と一緒
に過ごすことができます。
大きくて広いテーブルの下には日影
もできるのでワンちゃんも安心。
ロケーションも抜群ですよ。

★伯耆国一ノ宮倭文
神社は犬と一緒に
参拝ができます。
七柱の御祭神に
家族の健康を祈願
しよう。

伯耆国一ノ宮倭文神社参拝ワンちゃん同伴 OK
〒689-0707 鳥取県東伯郡湯梨浜町宮内 754
電話（0858）32-1985 安産祈願他受付時間 9:00～16:00

美味しい二十世紀梨が食べたい！

山陰のフルーツガーデン波関園

今年も旨～い梨に仕上がりました
◆梨どころ湯梨浜町を代表する観光梨園「波関園（なんぜきえん）
」の梨狩りが
始まりました。
8 月 25 日頃～9 月下旬まで二十世紀梨、10 月上旬～11 月中旬までは新興梨
（赤梨）の梨狩りを楽しむことができます。
梨狩りプランでは、園内の梨が食べ放題！水分や養分を蓄えている真っ最中の
梨をもぎ取ってガブリ✧*｡(◍˃̵ᗜ˂̵◍)ॱ◌̥*⃝̣⋆その美味しさは感動そのもの！
梨作りのプロ集団が育てた東郷梨をぜひご賞味ください。
<梨狩り体験は 3 ステップ>
➀受付にて代金をお支払いください。
待ってまーす！
②プラスチックナイフをお受け取り
ください。
③案内された梨畑へお入りください。
▲梨尻柿頭の言葉の通り
※時間制限は特にありません。
梨の下の部分には袋の外から
思う存分秋の味覚をお楽しみください。
わかるまでの糖分がたっぷり
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

●梨狩り体験料●入園は無料です。お買い物・見学もどうぞ♪ ※2021 年は団体の受け入れはありません
個人のお客様 大人(中学生以上)1,100 円 小人(小学生)990 円 幼児 770 円
▲園内係の西田真人さん ●お問合せ・申込・直売●
山陰のフルーツガーデン波関園（なんぜきえん）営業時間 8:00～17:00 P あり無料
〒689-0725 湯梨浜町別所 818-7 TEL(0858)32-1821
直売・進物用も全国発送いたします。直接波関園にお出掛けいただくか、お電話でもご注文を
承っております。お客様よりご入金→確認→発送書留・着払いでも OK。お気軽にお問合せください。

野花梅のクラフトビール

HONOMARU BREW-梅-

で乾杯！

◆湯梨浜町野花の果樹園で栽培される大粒で肉厚な野花梅を副原料に使ったクラフトビール
「HONOMARU BREW-梅-」が完成し、8 月 9 日（月・祝）販売開始となりました。
この商品は、倉吉ビール（株）と吉本興業のプロジェクト「地域を元気にするクラフトビール」
づくりの第１弾として誕生したもので、2012 年に鳥取県住みます芸人に就任した「ほのまる」が
野花梅を使ったレシピを考案。6 月末には実際に湯梨浜町野花の果樹園で完熟梅を収穫しました。
さらに梅を数日間追熟することで完熟梅の甘みと香りを最大限に引き出すことに成功、7 月上旬には
仕込みが開始されました。
樹から落ちてしまう手前のふっくらと柔らかい完熟梅は、青梅とはまた違った味わいが
あります。期間限定・数量限定！スッキリと爽やか、芳醇な香りの HONOMARU
BREW-梅-をぜひご賞味ください。

●湯梨浜町内ではコチラで販売中●
★（有）松本酒店（湯梨浜町久留 55-1）
営 10:00～20:00 休水曜日
電話（0858）35-2741
▲1 本 330ml 770 円（税込）
＝＝＝販路拡大中＝＝＝倉吉ビールまでお問合せください。 アルコール度数 5％
★倉吉ビール（倉吉市東仲町 2587）
営 11:00～18:00 ※夜の予約有の場合 20:00 まで
電話（0858）27-1432
★吉本オンラインストア「Cheeky's store 」チーキーズストア
▲8 月 7 日（土）日本海新聞掲載記事

https://yoshimoto-cheekys-store.jp 全国各地の隠れた特産品・名産品を集めたオンラインショップです

夏限定★野花梅のひんやりデザートのご紹介
◆湯梨浜町内の飲食店で、野花梅を使ったさっぱりとした夏限定のデザー
トを楽しむことができます。爽やかにからだに浸透する梅の酸味、乳酸を
分解しエネルギーの代謝を高めるクエン酸効果で夏の疲れをとって元気に
過ごしましょう。※あぜくら（倉吉市山根 606/0858-26-8015）でも野花梅
ソーダ、かき氷を販売中です。
◆完熟野花梅スパイスシロップソーダ◆
シナモン、カルダモン、ジンジャー、グローブ
などを効かせたキリっとスパイシーな
大人のシロップソーダです。
Librarie by HAKUSEN 湯梨浜町松崎 619

旧さくら小学校１F

営 11:30~17:00

木・金休

◆野花梅スカッシュ◆
大粒の完熟野花梅をシロップ漬けに
して爽やかなローズマリーで香り付け。
お好みでレモンを絞ればまた違った
美味しさが楽しめます。
Café ippo 湯梨浜町南谷 573
(0858)35-6161
営 10:00~17:00 月曜休

◆premium 野花梅ジェラート◆
完熟野花梅をコンポートにしたものをピューレ
状にし、県内産のフレッシュなミルクと MIX。
さらに追いピューレ！濃厚でフルーティ爽やかな
味わいのジェラートに仕上がりました♪
アロハカフェ湯梨浜町宇野 2343
道の駅はわい内 050-7123-7654
営９:00~16:00

道の駅燕趙園・老龍頭エリア de ぶらりお買い物

请来玩♪
(遊びに来てね)

◆安全で快適に道路を利用するための道路交通環境の提供や地域の賑わい創出を目的とした
「道の駅」は、令和 3 年 6 月 11 日現在 全国に 1193 駅あり、
「24 時間無料で利用できる駐車場」
、
◆中国では「豚」は多産の象徴。
トイレ等の休憩機能、道路情報・観光情報・緊急医療情報などの「情報提供機能」
、文化施設・
お金を産む招福の金豚ちゃんは
小さなものから BIG サイズまで
観光レクリエーション施設などの地域振興施設で地域と交流を図る「地域連携機能」を備えて
ラインナップ。
おり、それぞれの特色や個性があり“道の駅めぐり”の人気が高まっています。
可愛い表情がたまりません。
鳥取県内には 17 駅あり、そのうち湯梨浜町には「道の駅はわい/湯梨浜町宇野 2343」と
「道の駅燕趙園/湯梨浜町引地 563-1」があります。
このうち、道の駅燕趙園は鳥取県と中国河北省の友好の
シンボルとして建てられた中国庭園燕趙園にちなんだ
中国風の建物が特徴で、店内には中国雑貨や鳥取県
オリジナルの雑貨や小物、お菓子や地元の手作り
加工品などがラインナップ。飲食コーナーでは、
軽食やスイーツ・ドリンクを楽しむことが
できます。また、東郷湖底から湧く
→道の駅燕趙園内手作り
東郷温泉エリアにあるため日帰り温泉施設
コーナーには地元の農家さん
（ゆアシス東郷龍鳳閣）も近く、
やげんき梅プロジェクトの
観光・温泉・食事・お買い物など
手掛けた野花梅の加工品や
ゆっくりと過ごすことができます。
二十世紀梨を使った加工品が
電気自動車でお越しの方も安心。
並んでいるよ。地元のお酒も人気です。
広い駐車場内には 24 時間利用可能な
EV 充電スタンド(急速１,普通４)もありますので
←道の駅燕趙園と中国庭園
充電中にエリアの散策や日帰り入浴をお楽しみください。
燕趙園、老龍頭を結ぶ石張の
歩道橋「金山嶺橋（きんざん
隣接する芝生の広場では湯梨浜町発祥のスポーツ
れいはし）」は、中国 万里の
グラウンド・ゴルフを楽しむこともできますよ。
長城の楼閣を模して造られ
しかも無料！道具のレンタル（有料）も
ました。
ありますので安心してお出かけください。
車椅子用にエレベーターも装備。
<道具レンタル>
橋の上からの眺めは大変素晴らしく、色鮮やかな中国庭園燕趙園や
龍鳳閣の向こうには東郷湖、山並みや町並みもぐるりと見渡せるよ。
ゆアシス東郷龍鳳閣 0858-32-2622

野菜・果実・加工品などを道の駅燕趙園で販売しませんか。生産者様募集中！
➀出荷登録②出荷③販売④清算 ＜お問合せ＞道の駅燕趙園（0858）32－2184

老龍頭へ

金山嶺橋を渡って

◆金山嶺橋を渡って直ぐにある老龍頭。
華やかでキラキラした可愛い中国雑貨や個性的な小物、
珍しい食品や調味料、お菓子などが並び 店内はまるで宝箱
のよう。注目したいのは商品に華を添えるポップ( ´艸｀)
お子様だけではなく、大人女子もつい欲しくなってしまう
アイテムが多数あり一つ一つチェックしながら見て回るの
がオススメですよ。中国で中秋の名月を祝うためのお菓子
月餅は老龍頭でも人気のお饅頭です。
松の実小豆あん、くるみ小豆あんの他に胡麻がぎっしり
入って香ばしいミックスナッツも
人気です。
また、ここでしか食べられ
ない絶品スイーツがその場
で食べられるイートイン
スペースもあります。
燕趙園を眺めながら
さっぱりとしたフル
ーツライチティーや
インスタ映え
間違いナシの
ひんやりスイーツを食べれば、もうそこは中国♪
海外旅行気分でエリアを満喫しよう。

→老龍頭の店内には、大小様々な刺繍の
中国飾りや金豚、チャイナドレスや靴、
帽子、アクセサリー、チャイナドレスに
使用されるようなサテン生地のポーチや
巾着袋もあるよ。
幅広い年齢層に人気の“パンダコーナー”
には、アクセサリー・キーホルダー・
ぬいぐるみ・ハンカチ・タオル・シー
ル・ホッチキス・絆創膏・ネクタイ他
可愛い雑貨がいっぱい♪中でも日帰り温
泉入浴に持っていきたい温泉バッグは
スタッフのオススメ。コンパクトなのに
マチ付きなのが嬉しいね。

↑お土産人気
No1 の変面人形
800 円（税込）
帽子を前に動かすと
あら不思議！
お面が変わる～
本物の雑技
ショーは
中国庭園燕趙園で
やってるよ。

←さすが老龍頭！こんな
珍味もありますよ。
初めて見たら黒い卵に
ビックリされる人も多い
というピータン↑は、アヒルの卵を灰や木炭、塩と
あなたも
←伝説のアクションスターの缶バッジ
一緒に粘土で包み発酵させた食品。
チャレンジ！
中国の珍味！
や当たっても痛くないヌンチャクも！
↑ アヒルの卵を甕（カメ）に入れて塩漬けした塩卵は旨味が
たっぷり。そのまま食べるのはもちろん、豆腐のトッピングに
個性的なお土産も面白いのだ。
したりお粥に入れたりと中国では欠かすことのできない食品です。
<お問合せ>中国雑貨とスイーツの店 老龍頭
↑亀の甲羅の裏を干して砕いた粉末と、仙草などを使った健康ゼリー、
亀ゼリーにもチャレンジしてみよう。
鳥取県東伯郡湯梨浜町引地 560-7（0858）32-2677

「鳥取県サイクリストに優しい宿」

はわい温泉 旅館水郷 が認定されました
◆健康にも良く、美しい自然や街並みを楽しみながら風を切って走る
サイクリングは近年アクティビティとしても人気が高まっており、自転車
を通じた観光事業「サイクルツーリズム」が注目を集めています。
特に東西に延びる鳥取県は日本海に面しており自転車で走りやすい道路が
多く絶景ポイントにも立ち寄りやすいと人気です(^_-)-☆
鳥取県内には、初心者向けから上級者向けまでのそれぞれの特徴をもった
サイクリングルートが設定されており、四季折々に移り変わる風景を
楽しむことができます。ルート整備や利用促進、新たなルート開発など隣県のサイクリングルートとも接続して県内外のサイ
クリストに安心で快適な旅を楽しんでいただけるよう環境整備を進めていくなかで、はわい温泉 しあわせひょうたんの宿
旅館水郷が「鳥取県サイクリストに優しい宿」に認定されました。
普段自動車で通る道でも自転車を利用
することで新たな魅力発見があるかも
しれません。
旅の疲れを癒すお宿としてどうぞ
お気軽にご利用ください。
「鳥取県サイクリストに優しい宿」
認定施設一覧（令和 3 年 8 月現在）↓

・自転車の館内・客室保管
・貸出用駐輪スタンド（数量限定）
・ゲージ付き空気入れ
・基本的な工具
・荷物預かり
・館内コインランドリー
推奨項目実施有無

施設名
東部
中部

電話番号

大型荷物

自転車整備

洗車

宿泊者以外の施設内

受取・発送

スペース

スペース

入浴、トイレの使用

国民宿舎山紫苑

鳥取市鹿野町今市972-1

0857-84-2211

ー

〇

〇

〇

倉吉シティホテル

倉吉市山根543-7

0858-26-6111

〇

〇

〇

ー

ホテルセントパレス倉吉

倉吉市上井町1丁目9-2

0858-26-8888

ー

〇

ー

ー

東伯郡湯梨浜町はわい温泉6-1

0858-35-3521

〇

〇

ー

コロナ収束後対応予定

西伯郡大山町大山40-9

0859-52-2338

〇

〇

〇

ー

しあわせひょうたんの宿
西部

住所

旅館水郷

大山緑荘

トウテイラン自生地
◆湯梨浜町橋津は、まちの花にも指定されている
「トウテイラン」の自生地です。
トウテイランは、オオバコ科 （ゴマハノグサ科から変更さ
れました） の植物で「隠岐の島（島根県）
」「近畿地方北
部の日本海側の海岸（京都府）」「湯梨浜町橋津（鳥取
県）
」に自生する大変貴重な日本固有の乾生植物で、
個体数も限られそのままでは増える状況にないことから
湯梨浜町ではトウテイランの自生群落を町の天然記念物
に指定し、積極的に保護活動を行っています。
8 月中旬、橋津の離水海食洞付近のトウテイランは切り
立った崖の狭間で力強く根を張り、昨年よりもひと回り
大きな株で青紫色の美しい花を咲かせました。
ビロードのように白い綿毛で覆われた葉も大変美しく、
穂状（すいじょう）に下から順に小さな花が咲き上がる
様子はどこか上品で控え目。その花は中国湖南省 洞底
湖の瑠璃色の水のように美しいことから洞底藍（トウテ
イラン）という名前がついたそうです。
公園や個人宅でも増えつつあるトウテイラン。
いつまでも大切に守り育てていきたいまちの花です。

<橋津の離水海食洞>
馬ノ山丘陵の北西端には、波によって浸食され険しく切り立った
安山岩の崖 海食洞があり、現在は全く波の届かない陸地にあるた
め「離水海食洞」と呼ばれています。
洞窟は最も深い場所で 10m 以上。
約 6000 年前の縄文時代前期には海水面が現在よりも５～６ｍ
上昇していたことから、その頃に形成された海食洞だといわれて
おり、当時の海岸線を復元するための重要な地形です。

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

▲湯梨浜町橋津の岩肌に自生するトウテイラン

湯梨浜町内イベント中止のお知らせ
新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、参加者および関
係者の健康・安全面を第一に考慮した結果下記のイベント
を中止とさせていただきます。
●9/4（土）・5（日）ベテラン卓球湯梨浜東郷大会（中止）
●9/18（土）ONSEN ガストロノミーウォーキングはわい
温泉・東郷温泉（中止）
●9/25 （土）・26 （日）ハワイアンフェスティバルハワイ
in ゆりはま（中止）
●10/22（土）・23 日（日）グラウンド・ゴルフ発祥地大会

