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湯梨浜町観光協会

会員募集中！！

道の駅はわい de ランチ＆お買い物
◆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」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・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るようです。
鳥取県内には 17 駅あり、そのうち湯梨浜町には「道の駅燕趙園/湯梨浜町引地 563-1」と「道の駅はわい/湯梨浜町宇野 2343」
があります。
このうち、
「道の駅はわい」は山陰自動車道のはわいインターと泊東郷インター間の小高い丘の上にあり、東郷湖や日本海を一望
することができ、地元の新鮮な野菜や果物や水産物の直売所があり、お買い物を楽しむだけでなくグルメやスイーツも堪能でき
る人気のスポットです。
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◆ALOHA CAFE では、農家さん直販の新鮮な野菜や果物を使用したランチ・軽食・ドリンク・ス
イーツを楽しむことができます。ランチの一番人気は「野菜たっぷりカレー」(*’▽’)
カレーにトッピングされているのは香ばしく素揚げされたサツマイモ、レンコン、ナス、ブロッコ
リー、赤・黄のパプリカ、大根、インゲン、アマナガピーマン、レンコンプチトマト、インゲン、
アマナガなど盛り沢山の野菜たち。じっくりと煮込まれたカレールーは、野菜の旨味とコクが感
じられ、スパイシーな香りが食欲をそそるメニューです。季節のフルーツ付きなのも嬉しいポイ
ントです。これからの季節は「焼き芋」もオススメ♪
季節の
◆お隣の丸勝青果では、県内産の新鮮な野菜、果物、加工品、
フルーツ付きが 調味料、お菓子などがズラリ勢ぞろい。
嬉しい♪
注目は、あかまる牛肉店から新発売した「牛すじカレー」
。
上質な旨味のある鳥取和牛の牛すじを使用し、本格スパイスに
さわやかな梨の甘みをプラスした大満足な
仕上がりになっています。

◆アロハ大市場でも新鮮な野菜、果物、加工品などを販売しています。
新発売の
季節によって珍しい野菜や新商品があることも(‘◇’)ゞ
牛すじカレー
定期的にチェックして掘り出しモノをゲットしちゃおう。
果物等の進物も全国発送を承り中です。どうぞお気軽にスタッフへ
お尋ねください。
青果を取り扱う 2 店舗はそれぞれに特長があり、観光客だけでなく
地元民の台所としての役割も担っています。
◆鳥取市賀露町に本店があるかねまさ浜下商店
では、賀露港で水揚げされたばかりの鮮度抜群の
カニや牡蠣（季節によって）
、鮮魚など
▲アロハ大市場店内
▲丸勝青果店内
美味しい海の幸を取り扱っています。
この日の旬はコリコリとした食感がたまらない「シロバイ（貝）
」
。刺身、天ぷら、酒蒸し、ソテー、煮ても良
しの人気の食材で、生はもちろん すぐに食べたい人にも嬉しいボイルのシロバイもありました。
旨味がギューッと凝縮した「干しガレイ」も人気の一品です。店舗スタッフが旬の食材やオススメの
調理法を丁寧に教えてくださいますので安心してお買い物ができますよ。
◆鳥取県中部の情報が集まる情報コーナーには鳥取県中部の情報を中心に、地図やパンフレットが
設置され、広々とした空間で地図を広げてこれからの予定を立てたり、
緑や東郷湖を眺めて旅の疲れを癒し、リラックスすることができます。
旬の干しガレイ
◆そのお隣のレストラン WAKABA。
美味しいですよ～
広くて開放的な店内で、ぜひ食べておきたい
のは「海鮮ヒラメうまか丼/1,200 円」
」
です。海底の砂層からろ過された不純物の
ない清浄な水を汲み上げて、陸上で
人口ふ化から育成生産している
安心・安全な“湯梨浜ひらめ“を
▲浜下商店の店内
たっぷり使った丼ぶりです。 ▲情報コーナーの広いフロアで小休憩
▶生のバイ貝を自社で加工（人気！）

こちらのお店ではメニューを選んで食券販売機で購入するスタイル。
「大山鶏の生姜焼き定食」に「焼き魚定食」定番の唐揚げ・とんかつ・エビフライ。
うどんにラーメン、単品メニューもありますよ。食後のデザート「梨ソフトクリーム」
もぜひご賞味ください(^_-)-☆
◆旅の途中になぜか思い出す “〇〇がない(*´Д｀)“ ”〇〇を忘れた((+_+))“
などを解消してくれる生活必需品はポプラはわい道の駅店におまかせ。
山陰道から直接アクセスできる便利な
いらっしゃいませ♪
コンビニエンスストアで、ポプラ弁当には
▲ヒラメたっぷり！特製ダレで
名物！炊きたてのご飯をよそってくれるサービスも
お召し上がりください。
健在です。
道の駅内の店舗ならではのお土産「はわい温泉
レストラン WAKABA で販売中！
ミスト」や箱入りの牛骨ラーメンも販売中です。
大正生まれの醤油やさん中原醤油
道の駅はわい駐車場の横の小高い丘を登っていく（湯梨浜町泊）の「料理自慢」は
と、清く澄んだ日本海や東郷湖など美しい自然
地元ファンも多い、カツオの
を 360 度の大パノラマで楽しむことができます。 風味が広がるだし醤油です。
さあ、心とお腹を満たしに道の駅はわいへ出かけよう。
▲赤い看板が目印 コンビニエンスス
トアのポプラ

<問合せ>道の駅はわい 〒682-0701 鳥取県東伯郡湯梨浜町大字宇野 2343
電話(0858)35-3933 駐車場/大型 17 台、普通車 56 台（身障者用 4 台）

湯梨浜町まちゼミ

開催中

体験ルポ

営 9:00～17:00※店舗により異なります。

撮るぞ！撮るぞ！
撮るぞ～！！

◆9/13（月）～10/31（日）までの期間中、27 店舗 34 種の
「つくる」
「たべる」
「なまぶ」「きれい」
「健康」をテーマにした湯梨浜町まちゼミ
が開催されました。
得する街のゼミナール、通称まちゼミは商店の店主などが講師となり、専門知識や
コツなどを無料で参加者に提供するゼミナールで、アットホームでわかりやすく、
参加者同士の交流も楽しめると評判で 9/6 の受付開始からあっという間に満席に
なってしまう店舗もあるようです( ﾟДﾟ) そんなまちゼミにはわい温泉・東郷温泉
旅館組合の和湯事務局長が
▲東郷湖沿いに
参加してきました。
東郷湖を撮影。
ある三原屋写真館
どんな風景を撮りたいのか、 真っ先に選んだのは三原屋写真館（湯梨浜町
構図を決めてパチリ。
松崎 434-17）の「電源 ON から始めるデジカメ使い方講座」
。
湖と湖岸 7:3 と空。
普段は SNS などで情報発信や、記録写真を撮ることが多いのですが
四ツ手網もバッチリ。
自分が感じたそのままを画像に残すことが難しく、なかなか納得の
あれ、真っ直ぐ撮ったつもり
いくものが撮れないという和湯さん。
が少々斜め？！難しい…
この日の参加者は 2 人。講師の立木昌光さんより、まずカメラレン
▲和湯さんの写真
ズの仕組みを教わり、それぞれのデジカメの説明書に沿って分かり
にくい専門用語の解説をしていただきました。
湖に人物を入れ、
さあ、電源を ON にしてカメラの機能をフル活用。多くの人が「オ
構図を決めてパチリ。
ート」で撮影してしまうのですが、被写体や明るさによっては「マニ
空と湖、湖岸との絶妙なバラ
ンス。人物を入れると一気に ュアル」で調整しながら撮影するのがオススメだということです。
ストーリーを感じることが 「一番挑戦したい写真はホタル」来年 6 月開催予定のホタルバス（は
わい温泉・東郷温泉旅館組合主催/宿泊者限定）では、幻想的なホタルの
できるから不思議ですね。
写真が SNS にアップされると思います。どうぞご期待ください。
▲人物の入った立木講師の写真

♯We Love 山陰キャンペーン 再開＆期間延長
◆♯We Love 山陰キャンペーンは、県内の新型コロナウィルス感染症拡大により
7/26（月）以降の新規受付を停止しておりましたが、感染状況がステージⅡ
（国分科会指標）になったことから 9/22（水）～12/31（金）まで延長することに
なりました。
<鳥取・島根県民限定>鳥取県内の宿泊が半額！/上限 5,000 円
<鳥取・島根県民限定>旅行会社が企画した鳥取県内の日帰り旅行が半額！/上限 5,000 円
※お客様が直接利用する日帰り旅行は対象外です（例/法事・忘年会・同窓会）
★鳥取県内の宿泊・日帰り旅行で、県内みやげ店や飲食店で利用可能な鳥取県プレミアム
クーポンを配布。割引前の金額 5,000 円～9,999 円までで 1,000 円券を一枚配布、
10,000 円以上で 1,000 円券を一枚配布。
<鳥取・島根県民限定>鳥取県内の日帰り温泉・観光施設・体験型観光メニュー/
上限 3,000 円
対象施設等、詳しくは鳥取県の HP でご確認ください。

とっとり秋旅・冬旅パスポート

トリパス
◆鳥取旅の必須アイ
テムといっても過言
ではないトリパス。
トリパスを提示する
と提携施設で特典が受けられてと
ってもお得。バッグにもポケットに
も入るコンパクトサイズ（ハガキサ
イズ）なので、持ち運びにも便利で
す。人気のポケモンスタンプラリー
もありますよ。
<問合せ>鳥取県観光連盟
（0857）39-2111

湯梨浜町羽合歴史民俗資料館ガイドツアー
◆9 月 18 日（土）町教育委員会 生涯学習・人権推進課主催 地元ガイドによる湯梨浜町
羽合歴史民俗資料館ガイドツアーが開催されました。
昭和 49 年 5 月、湯梨浜町長瀬地区の国道 9 号線のバイパス工事中に厚さ６ｍもの砂の
下から“ひとかけら”の土器片が見つかり、この場所に遺跡があることがわかったのです。
3 年後の昭和 52 年から 7 年間かけて約 5 万㎡にも及ぶ発掘調査が行われ、弥生時代
初期～室町時代頃までの 1800 年もの間に営まれた大規模な遺跡であることがわかって
きたのです。これが、砂丘地に営まれた大集落「長瀬高浜遺跡」の発見です。
この資料館は昭和 59 年 10 月に開館したもので、展示物は 長瀬高浜遺跡出土埴輪一括、
玉作り関係資料が全体の 9 割、橋津古墳群出土遺物が 1 割となっています。
ガイドを務めたのは町文化財保護委員/湯梨浜町観光ガイドの会 会長の田渕喜之さん。
参加者は貴重な出土品の数々に関心を寄せながら、熱心に解説を聞いておられました。
すぐ近くに住んでいるのに一度も来たことがなかったという方、長瀬高浜遺跡の土地にゆかりがあり
一度解説を聞いてみたいと思われた方、親子で勉強するためなど参加のきっかけはそれぞれに違いますが、
さまざまな資料を見ていくうちに、参加者全員がその時代にタイムスリップしかたのような不思議な
▲左小型銅鐸
感覚になるのでした。
右巴形銅器
謎の多いこの時代、現世では誰も見たことがない当時を自分なりに想像し思い描いていくことで興味関心が
深まっていくのです。
昭和 59 年の開館から展示物が大きく変わることはありませんが、私たちの日常、経験は日々変化します。一緒に出掛ける相手
によって、その日の気分によって考えが変わったり閃きがあるかもしれません。
入館する度に新たな発見があるのも楽しみ方の一つ。
古代ロマンあふれる長瀬高浜遺跡の謎をひも解いてみましょう。
<湯梨浜町羽合歴史民俗資料館>
開館時間/9:00～16:30 休館日/12/29～1/3 お気軽にどうぞ♪
入館料/大人 100 円 小・中学生 50 円
●平日入館希望者は隣の湯梨浜町役場別館 2 階 生涯学習・人権推進課
までお越しください。土日祝日に見学希望の場合は、月～金までに
生涯学習・人権推進課までご連絡ください。
（0858）35-5368
▲長瀬高浜遺跡 埴輪出土

「まいどなニュース」に湯梨浜町記事が配信されました
◆「まいどなニュース」とは 2019 年 4 月神戸新聞社が創刊し、グループ企業の神戸
新聞社、デイリースポーツ、京阪神エルマガジン社、サンテレビ、ラジオ関西、京都
新聞社で運営される web メディアで、ニュースは大阪・神戸・京都を中心とする関西
エリアの街ネタや SNS で話題になっていることなどがタイムリーに紹介されています。
特約ライターである脈脈子さんは学生時代、東郷温泉の若葉寮（現在営業なし）に合宿
で滞在されていたことがあり、所用で来鳥された際に懐かしい東郷温泉へ立ち寄って
いただきました。
記憶を辿りながら散策されていたところ、湖に向かってポツンと浮かぶコンビニを発見。
「なぜ、この場所にコンビニが？」そこから脈脈子さんの探究心に火が付き、調査を
開始(*’ω’*)
▲ローソン・ポプラ湯梨浜松崎店
地元の人にとっては当たり前の風景でも、見る人によって捉え方や感じ方は変わるもの。
脈脈子さんは一度関西へ戻ってからリモートで情報収集を続けられ、ご夫婦でもう一度東郷温泉へ。
明治 17 年の老舗宿である養生館に宿泊され、山枡社長や歴史に詳しい地元の方や観光協会、
I ターンで移住された方にも声をかけ、まちの古い歴史・文化だけでなく幅広い世代の“人”にも
スポットを当て、読む人の心を動かす温かい視点で湯梨浜町を紹介していただきました。
ご主人さんも、学生時代合宿で東郷温泉の旅館に滞在されていたそうで「どこだったかなぁ、確か
目の前に公園があったような。道路沿いだったような・・・」なかなか思い出すことができないまま
帰路に着かれました。後日、脈脈子さんから連絡が入りました (*´▽｀*)
ご主人さんの宿泊先が判明。なんと！コンビニ発見から記事になるまでの間、情報提供に協力して
いた方が以前経営されていた ▲東郷温泉 湖泉閣養生館
旅館（澤の湯/平成 31 年 3 月廃業） の皆さん
脈脈子/特約ライター
だったのです。観光・湯治・仕事・合宿、まちに訪れる全
Web 制作会社のライターを経て
フリーランスに。100 以上の飲食店オーナーを てのお客様の不思議な縁が人と人を結び付けているので
取材した経験をもとに、ものゴトにまつわる人の しょう。こうして、何年経っても“もう一度”と思っていた
想いを描き出す。
だけるよう日々努力していきたいと思う、
きのことねこと深海魚が好き。
そんな出会いでした。
酒場でもいろんな意味で活躍中
9/1 まいどなニュース湯梨浜町記事 配信↓↓↓
https://maidonanews.jp/article/14430156

Café ippo

に DOG

MENU ができました

◆
◆8 月 23 日から東郷湖羽合臨海公園浅津公園内に
◆
試行されたドッグランは現在 180 名の登録があり、
◆
町内外問わずリピーターさんも多くお出掛けい
ただいております。そんなドッグランと共にぜひ立ち寄りたい
Café ippo のフードメニューにワンちゃん専用ゴハンが登場♪
ご飯をベースに人参、じゃがいも、グリンピースなどの野菜が
入り、1 ワン前( *´艸｀)100kcal 330 円です。
★2 倍+100 円 3 倍+200 円と量もお選びいただけます。

自然いっぱいの公園や東郷湖を眺
めながらテラス席で愛犬とゆっくり
とした時間を過ごしませんか。
<Café iipo>
湯梨浜町南谷 573
（0858）35-6161
営 10:00～17:00 月曜休

「鳥取県みどりの伝道師」を派遣します
◆「地域の花壇のお手入れ」
「樹木の講習会」
など、各団体や地域で実施する緑化活動に対
して、
「鳥取県みどりの伝道師」の派遣を行って
います。
「鳥取県みどりの伝道師」とは、造園緑化や
自然環境分野に関する国家資格や民間資格を
取得するなど、緑化の専門知識や経験を持って
いる専門家で、現在 18 名が登録されています。
参加者 10 名以上で、派遣経費、講習会に必要な教材費（植物
の種や苗、資材、資料など）について 1 団体当たり、受講者一
人当たり 1,000 円（総額 30,000 円まで）まで鳥取県が負担し
ます。※1 年度内 1 回
伝道師の派遣を受けて、講習会を実施した場合は報告書の提出
をお願いします。
身近なものから魅力あるまちづくりまで、安らぎと心地よさを
与えてくれる「緑」に触れる機会を作ってみませんか。
<問合せ>鳥取県生活環境部 緑豊かな自然課
〒鳥取市東町 1 丁目 220 電話（0857）26-7981
FAX（0857）26-7561midori-shizen@pref.tottori.lg.jp
とりネット→生活環境部→緑豊かな自然課→鳥取県みどりの
伝道師

▲左東郷湖羽合臨海公園（浅津公園）ピクニック広場前のバタフライ
ガーデンと右蝶（天女）が舞うナチュラルガーデン

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 全国で活躍中！
<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

大人のナイトウォーク参加者募集中
湯梨浜町商工会会員 対象
◆はわい温泉鹿鳴館をスタートし、Café ippo までの約 2.5 ㎞
をウォーキング。ゴール地点の Café ippo で美味しいお料理と
ドリンクで秋の夜長を楽しみませんか。
<日時>10 月 6 日（水）18:00 はわい温泉 鹿鳴館集合
鹿鳴館スタート→→モグモグポイント→→Café ippo ゴール
<参加費>3,000 円（飲食代・保険料込）
<申込・問合>0858-32-0854 湯梨浜町商工会/柿田
★新型コロナウィルス感染症の状況により中止する場合があります。
★屋内や人の密集時にはマスクの着用をお願いします。また、マスクを
外される場合には他の参加者と十分な距離を保つ配慮をお願いします。
★外出前に必ず検温をし、37.5℃以上の方はご欠席のご連絡をお願い
します。集合時にも検温・消毒のご協力をお願いします。
★飲酒運転等危険行為は絶対にされないようご協力をお願いします。

10/3（日）10/23（土）二日間限定

三八市

テイクアウトマーケット

三八市って何？
東郷湖の南東岸に位置する
松崎地区は、古くは宿場町と
して栄え商業も盛んで倉吉と
鳥取を結ぶ交通の要衝だった
ところです。
江戸の頃、湖底から温泉が発見
されると湯治場として人気を集め、明治 37 年山陰本線が
開通し松崎駅が開設。駅周辺には商店や問屋、温泉旅館が軒
を連ね、稲を掛けるための竹や鍬などの農具、日用品や雑
貨、野菜などを売買する「八月市」が旧暦の３と８のつく日
に開かれ、多くのお客様で賑わったそうです。
戦後は名称を変え、
「松崎市」として 10 月の３と８のつく
日に開催されました。後に３と８で表現したほうがわかり
やすいということで「三八市」となりました。
しかし、時代の流れと共に町の衰退、市の活気も低迷し中断
していましたが、2010 年、地元有志により三八市実行委員
会が結成され、三八市が復活することになりました。
現在では三八市を復活させただけでなく、地域の人も出店
者も楽しめる手作り市として人気が高まっています。

人と人との繋がりや温かさが感じられる市を目指して
今年の三八市は、コロナ禍での開催となるため、飲食店応援
市「テイクアウトマーケット」を開催します。
お料理は持ち帰り販売のみ、予約制となっております。
➀河本魚店/うな重 1,080 円②河本魚店/鮭のあらの塩焼き
400 円③美船/栗ご飯とコロッケ弁当 800 円④美船/栗ご飯
と豆腐ハンバーグ弁当 800 円⑤会席佐藤/子ぎつね弁当
800 円⑥会席佐藤/釜揚げしらす丼 550 円⑦キューピット/
ロコモコ丼 600 円⑧海晴館/パニーニサンド BOX1,200 円
⑨海晴館/エッグドロップサンド BOX1,200 円⑩ゲストハ
ウスたみ/根菜と豚ミンチのスパイスキーマカレー800 円
⑪スムース/ブリトー850 円⑫シェルブール/鬼嫁の金棒シ
ュー300 円⑬じょうとのんのお菓子屋さん/手作りワッフル
2 枚 200 円
⑭橋本せんべい/鬼嫁ミック
私たちに
ス 250 円
会いにいらして！
★ご注文をお待ちして
オッーホホホホホ
おります。
<お渡し日>
10/3（日）11:30～13:00
10/23（土）11:30～13:00
<お申し込み>9/27（月）まで
090-7779-6175（野口）
080-1904-9029（佐藤）

