
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

湯梨浜町観光協会 

〒682-0715 鳥取県東伯郡湯梨浜町はわい温泉5-22 

TEL(0858)35-4052 FAX(0858)35-4701   

H P http://www.yurihama-kankou.jp/ 

ＦＢ https://www.facebook.com/yurihamakannkou 

湯梨浜町観光協会   会員募集中！！ 

 

 

ゆりはまにあ 

ゆりはまのとっておき(マニアな)ニュースをあなたにお贈りする情報誌 Vol 7２ 

２０１７年５月１０日発行 

湯梨浜町立東郷小学校 3 年生 交配体験学習 
   

 

■湯梨浜町で二十世紀梨が栽培されるようになって今年で 113 年。湯梨浜町久見

には「百年樹」と呼ばれる二十世紀梨栽培の歴史を物語る古木があり、梨のプロフ

ェッショナル「百年会（福本幸弘会長 19 人）」を中心に大切に管理されています。

そんな百年樹の花も満開を迎え、4 月 17 日（月）JA 鳥取中央湯梨浜営農センター

が、湯梨浜町立東郷小学校の 3 年生を対象に交配体験学習を行いました。 

鳥取県倉吉農業改良所の職員や百年会の福本会長から、交配方法や農家の皆さんの

ように元気で仕事をする秘訣などを教わり、交配を前に先生とイメージトレーニン

グ♪”はい、筆と花粉を持って下さい。何番目の花に付けるだったかいな？ではみ

んなでやってみましょう。「美味しくなあれ 美味しくなあれ～」” 練習の甲斐あ

って、皆さん上手に交配することが出来ましたよ。この後百年会の皆さんによって

摘果され、1 ヶ月後には児童とともに小袋掛けを体験する予定です。 

 

 

 
二十世紀梨の 
歴史を物語る 
 

 
百年会会長より「元気に仕事や勉強をする秘訣は“早寝早起き朝ごはん”ですよ」と教わった児童のみなさん。きっとこれを実践

され、勉強や運動にも頑張り 9 月には立派に育った美味しい梨を収穫できることでしょう。現在でも約 200 の実をつける百年

樹ですが、古木のため実をつける間隔を一般の木より広くとるなど、負担のない手入れと管理が必要です。3 年前には百年樹の

周りに 2 世の苗木を 4 本植え、将来実をつけるのが困難になっても、株だけを残し接木をして後生に残す準備や、整枝・せん

定など、作業の省力化や早期成園化が同時に可能となるジョイント栽培も導入し、梨どころ湯梨浜町に住む若い世代に梨栽培の

楽しさを伝えようと尽力されています。 

 

 

 東郷の梨（ゆりはま）はなぜ美味しいの？ 
★空気が美味しい。 
★水が美味しい。 
★土が良い。水はけの良い赤土である。 
★東郷湖が湯タンポのような役割をし、他の地域の梨
よりも生育が早く、時間をかけて味が熟成させる。 
★100 年以上にわたって受け継がれた人、技術によ
り梨に対する思いが強い。 

 

■この日、児童と一緒に交配体験学習を盛り上げてくれたのは、農業で住みます芸人

の『加藤アプリ』さん。「あなたの街に住みますプロジェクト」は、吉本興業の子会

社のよしもとクリエイティブ・エージェンシーの所属タレントを「住みます芸人」と

して全国 47 都道府県に派遣し、各県に実際に移住して地域に密着した芸能活動と共

に地域貢献をしようと 2011 年 4 月から開始したプロジェクトです。 

これを受けて、平成 27 年湯梨浜町と地域おこし協定を締結し、東京 NSC18 期生の

加藤アプリさんが農業協力隊員として 1 年間、宮内地区に作られた「笑い飯哲夫農

園」に派遣され、JA 鳥取中央東郷果実部長の寺地政明さんの指導を受けながら 3 ア

ールの二十世紀梨作りに日々奮闘されています。 

笑い飯哲夫さんは奈良県出身で、現在も実家の農業に取り組んでおられ、今後もアプ 

 

 

 
内側にあるのが 

雌しべ（黄色）で 5 本全

てに受粉すると、形の良

い梨になります。 

外側にあるのが 
雄しべです。（赤） 

 

 

加藤アプリさんの農業体験の様子や、湯梨浜の食材を使った得意のお料理
などが更新されるブログとツイッターはコチラ↓いいねをポチっとな。 
ブログ http://agriculture.yoshimoto.co.jp/yurihama/ 
ツイッターhttps://twitter.com/bat_ten23 
 

4/3 宮脇町長から辞令交付 4/17 児童にも大人気！特に男子(笑) 

リさんの指南役として農園 

を訪れ、二十世紀梨栽培と 

全国に向けての PR 活動にもご協力いただきます。アプリさんは、東

京では「あいでぃーるアプリ」というコンビを組んで活動されてお

り、この度単独湯梨浜町へ。特技のギターで梨や農業の歌を作った

り、10 年の料理人経験を生かして梨を使ったレシピ開発にも取り組

んでみたいとヤル気満々♪町内のイベントにも積極的に参加され、

早くも大活躍の予感です。 

これもアプリさん♪ 
「不安になるよね（ネタ）」 
 

農業の魅力や町の魅力を

若い世代にアピールして

いきますよ。ありがとう

ごう(東郷)ざいます♪ 

 

http://www.yurihama-kankou.jp/
https://www.facebook.com/yurihamakannkou
http://agriculture.yoshimoto.co.jp/yurihama/
https://twitter.com/bat_ten23


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サカナクワイ屋 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

湯梨浜から花だより 

 

 

■湯梨浜のシンボル東郷湖の周辺では四季
折々の花が咲き、私たちの心を癒してくれ
ます。 
長和田地区（めぐみのゆ公園内足湯/布袋の
湯北側）の湖畔ウォーキングコースには約
７千株の「芝桜」が植えられており、ソメ
イヨシノが終わった４月中旬、満開を迎え
ました。小高い丘に広がる約 220ｍは、ま
さに春色のじゅうたん♪湖面からの優しい
風と美しい景色に誘われて“せっかくだか
らこっちを通ってみようよ”という声が聞
こえてきそうなくらい穏やかで優しい空間
です。 
 芝桜は、北アメリカ原産のハナシノブ科の多年草で、高さは約１

０センチ。地面を這うように密生するので、グラウンドカバーと
して育てられることが多いようです。花言葉は「合意」「一致」
「臆病な心」。合意、一致は密集して咲くことを意味し、臆病な
心は小さな花が群れて咲く様子からきています。育ちすぎた根
が、浮き上がって乾燥するのを防ぐため上から土をかぶせる「目
土作業」や、株の蒸れを防ぐ「剪定」、定期的な草取りや肥料な
どの手入れ、管理のもと美しい花を咲かせています。 

 

 

 

《アヤメ/ハナショウブ》5 月中旬～６月中旬 
アヤメ科アヤメ属の多年草で、多くは山野の草地に自生し、
外側の花びらに黄色い網目模様があるのが特徴です。ハナシ
ョウブは、日当たりと排水がよく、適度に湿気のある場所を
好んで成育し、色は藍・薄紅・ピンク・白・黄色・青・絞りな
どがあり形も様々。あやめ池公園では約 100 品種 5 万本の花
を楽しむことが出来ます。 
《スイレン》6 月～9 月 
適度な水深と水温、日照を好む水性多年草で、早朝から午前
中に花を咲かせ、午後から夕方にかけて閉じること 3 回（3
日）で花が終わります。人間のサイクルに例えて日中（開く
→目覚める）夜（閉じる→眠る（睡眠））から睡蓮と名前が付
いています。★今年の「花と緑のフェア」は 6 月 10（土）・
11 日（日）の 2 日間で開催。東郷湖の美しい風景と公園内に
咲き揃った花や新緑をお楽しみ下さい。 
 
 
 

これからの季節はこの花 

 

 

あやめ池公園 
 

伯耆国一ノ宮倭文神社例大祭 

 

天地（あめつち）の神にぞ祈る朝なぎの海のごとくに波たたぬ世を 

 

 

■5 月 1 日（月）伯耆国一ノ宮倭文神社(湯梨浜町宮内)の例大祭が行われ、午前
10 時から神事や地元学生 3 人による平和を祈る心の舞「浦安の舞」が奉納されま
した。浦安の舞は、海の朝なぎのように静かで平和な世でありますようにという願
いが込められた近代神楽で、昭和 15 年に皇紀 2600 年祝典の際に作られたもので
す。朝から厚い雲に覆われ、一時は霧雨にも見舞われたた倭文神社でし 
たがいつしか雨も上がり青空も見えました。 
午後からは、威勢のよい掛け声と共に五穀豊穣、家内安全、商売繁盛を 
願うお神輿と稚児行列も登場し例大祭を盛り上げました。 
 

 

 

 

本殿の裏手の御神木で 
あるタブの木(右) 昭和 53 

年腐朽のため倒れてしまっ 
た現在でも枝が分岐した部分にはモチノキ・コナラ・リュウ
ノヒゲ・ナナカマド・ムラサキシキブなど 14 種もの宿木が

あり、パワーを持っ神秘的な木として大切にされています。 
 

■例大祭を盛り上げ県内外の皆さまへおもてなしをしようと、湯梨浜町
や神社とも協力し、例大祭では初めての試みとして「湯梨浜町観光ガイ
ドの会（湯梨浜町観光協会内事務局）」が、経塚パワースポットをめぐ
る観光ガイドツアーを行いました。地元新聞告知欄の切抜きを持参して
くださった方や、全国一ノ宮めぐりをされている方、地元に居ながら案
内は初めての方など、ご興味をもっていただいた方へ写真やエピソード
を交えながらご案内。 
経塚は本殿の南南東約 180ｍ離れた丘の上にあり、大正４年 12 月、銅
経筒（国宝）、銅造千手観音菩薩立像（国宝）、金銅観音菩薩立像（国
宝）、銅版線刻弥勒立像（国宝）、短刀、桧扇片などが発掘されていま
す。銅経筒は、僧「京尊」が釈迦入滅後 2052 年目にあたる康和 5 年
(1103 年)、ずっと後の世まで釈迦の教えを説いた経典を残そうと全面
に 15 行 237 文字を刻んだもので、歴史的価値のある大変貴重なもので
す。現在は、東京国立博物館に所蔵されています。 
お客様の中で「神社参拝はあっても経塚には行ったことがない」という
声をよく聞きます。実際に経塚へ行ってみますと、石像が 2 体と発掘さ 
 

経塚パワースポットめぐり観光ガイドツアー 

 

湯梨浜町観光ガイドの会 （0858）35-4052  
 

  

知りながらその場にに立ち、どんな思いで後の世にこれらを残したのだろうと考えますと、周りの草木でさえ全てが感慨深い
ものに思えてきます。今後もガイド活動を通じて、多くの皆さまへ魅力ある湯梨浜の情報発信をしていきたいと思います。 

 

 

▲本殿から 180ｍ離れた丘陵にある経塚(左) 

随身門（1872） 

左右の格子の中には弓矢を持った穏や

かな表情の守護神像が鎮座していま

す。龍・獅子・鳳凰など木鼻（きばな）

の表情豊かな彫刻は必見！！天井には

千社札（せんじゃふだ・せんしゃふだ）

が貼られ、信仰の厚さが感じられます。 
 

れた穴が残されているだけなのですが、歴史や背景を 

 

  

狛犬（1819） 

出雲地方に多い「構え獅子

型」の狛犬で、その中でも特

にうしろ足が長くスタイル

が良いことで人気です。苔が

つきやすく自然と調和しや

すい来待石を使用。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■湯梨浜町松崎駅前の旧 A コープ東郷店周辺で、移動もスムーズな軽トラックの機能性を活用した「軽トラ

市」を開催しますよ～♪新鮮な農産物や加工品、海産物などの販売を通して松崎や周辺地域の皆さんと交流しなが 

ら鳥取県中部地震からの復興や賑わい創出します。皆さまお誘い合わせの上お出掛け下さいヾ(*´∀｀*)ﾉｷｬｯｷｬ 

 

 

 

 

★からあげ ★石釜ピザ ★焼きそば 

★お惣菜 ★サザエ飯 ★お好み焼き 

★たこやき ★たいやき ★コーヒー    

★ソフトドリンク ★かき氷 

★はごろもおこわ ★お菓子 

 

★野菜・加工品（とうごう市） 

★魚・お惣菜（サカナクワイ屋） 

★野菜（ハッピーバーディー）       

★切り花（太平緑化） 

 

日時/5 月２７日（土）9:00～12:00 会場/JR 松崎駅前旧 A コープ跡、駐車場 

★まつざきこども園 PTA 

★レディーBABA    

★松崎駅前活性化協議会 

★その他 

 

地震をきっかけに非常食を備蓄する家庭も

増えてきたように思います。実際に避難し

て食事をする時、体調を整えながら心も体

も元気になれるような非常食を使った料理  

教室です。料理人経験のある加藤 

アプリさんも参加しますよ。 
 

 

農業で住みます芸人 in 湯梨浜 
 

災害時に頭部を守ってくれる
防災ずきん。最近では馴染み
がない方もいらっしゃいます
が、小さなお子さまでも被り
やすい優れもの。 
先着 15 名 参加費要 

 

全国大会入賞経験者による個人レッスン 30 分 500 円 
隣で卓球体験会/無料 ※ラケットはこちらで準備します。 
 

★トワイライトエクスプレス 
「瑞風」JR 提供パネル展示 
★小谷哲夫さん撮影写真展 
★子ども工作 
★パステルアート 
★段ボール迷路 

 

  
 

■旧羽合町と、ハワイ州ハワイ郡との町名が“はわい”であることから、1996 年 11 月 17 日
に姉妹都市提携を結び、その 3 年目から始まったハワイアンフェスティバル。全国のフラダ
ンス愛好家によるステージや、ハワイアンアーティストによるコンサート、フラダンスの教
室など、日本にいながらハワイ文化に触れることができる人気のイベントです。 

7 月 1 日（土） 
 

 
ハワイアン教室 10:00~14:30 
 

 
★ハワイアンアーティストからハワイの独自文化を直接
指導してもらえるハワイアン教室です。 
参加は無料ですが、事前申込が必要です。当日参加は出来
ません。定員になり次第締切ります。 
[フラダンス教室／上級／中級] 10:00~11:30 
[フラダンス教室／初級／こども] 10:00~11:30 
[ウクレレ教室／上級／中級] 10:00~11:30 
[キヘイ作り教室／上級／中級] 10:00~11:30 
 
 

 

ウェルカムコンサート 17:00~19:30 
 

 
★生バンドの演奏によるハワイアンミュージックやフ
ラダンスなど気軽にハワイアンを体験できます。 
参加は無料、全席自由です。どなたでも気軽にご来場下さい。 

 

 

7 月２日（日） 
 

 

 

アロハステージ in ゆりはま 10:00~17:00 
 

 
★全国各地のフラダンスチームが参加する発表会。フラダンスは
もちろん、華麗な衣装も必見です。 
参加は無料ですが、入場整理券（事前申込）が必要です。当日参
加は出来ません。定員以上の申込があった場合、抽選となります。 
 

  

ゲスト/Pele Kaio ペレ・カイオ 
ハワイ島で「UNULAU」を主宰するクムフラ。ハワイ短期
大学の講師としてハワイ研究、ハワイ語及びフラの指導を
行うかたわら、過去 7 回にわたり「UNUKUPUKUPU」の一
員としてハワイアンフェスティバル ハワイ in ゆりはまに
参加している。 

ハワイ in ゆりはまコンサート 18:00~19:30 
 

 
★本場ハワイのアーティストによるハワイアンコンサート。 
ハワイアンミュージックやフラダンスなど、躍動感あふれるステ
ージをご鑑賞ください。 
参加は無料ですが、入場整理券（事前申込）が必要です。 
定員以上の申込があった場合、抽選となります。 
 

会場/ハワイアロハホール（湯梨浜町はわい長瀬 584） 
問合わせ・入場整理券申込/湯梨浜町産業振興課 
TEL（0858）35－5383 FAX（0858）35－5376 

★ハワイアンショップや地元店舗もイベントを盛り上げます★ 
フラに欠かせないバウや T シャツ、ドレス、バッグ、 
ハワイアンアクセサリー、雑貨などのショップや、 
地元団体や店舗からの出店もあります。ハワイアン 
コナコーヒー、地元湯梨浜の特産物や素材を使った 
アイスクリーム”ゆりはまアイス”も出店します。 
ぜひお出掛けください。 
 
 

 

  

※写真はイメージです。 

 

さあさあ♪ 

寄ってらっしゃい！ 

見てらっしゃい！ 

 

 

 

 

 

手作りサロンヨネダ 
 

 

 

お車でお越しの方は JA 鳥取中央東郷梨選果
場に駐車して下さい。（会場まで徒歩 3 分） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

 

★こうちゃんの近況やスケジュールなどをチェック！みんなで谷本耕治さ

んを応援しよう♪ http://ameblo.jp/koji-tanimoto/  
セカンドシングル｢渚にて｣2017 年 2 月 28 日より第一興商カラオ
ケ DAM への配信決定！カラオケで歌えるよ♪【NO.6485-43】 

(問合)プロミネンス・ハーツプロダクション http://p-h-p.jimdo.com/ 

 
 

湯梨浜町 PR 大使★谷本耕治 

 

米子ライブ決定！ 

2017 年 6 月 18 日(日) 
OPEN13:00/START13:30 

料金￥2,500(全席自由) 
主催/耕縁会 03-3361-3455       
 0858-35-4233(FAX 兼) 
koji.5963.tanimoto.4649@gmail.com 
 
 
会場：Bexx(ホール Clara) 
 
お問い合わせ:Bexx 
http://www.bexx.jp/ 

Public Relations ambassador 

 

 

 

ホタルバス運行 
■はわい温泉・東郷温泉にご宿泊いただくお客様だけの大人気特別
企画「ホタルバス」を今年も運行します。鳥取県中部に 100 以上あ
るホタル観測地の中でも、特に多く見られる湯梨浜町内観測地区に
マイクロバスでご案内いたします。ホタルバス運行期間中は、観測
地域の皆さまのご協力もありこのような企画が実施されています。
観測地詳細についてのお問い合わせはお答えできませんのでご了承
くださいませ。 

[運行期間]6 月 10 日（土）～25 日（日） 
[時間]午後 8 時はわい温泉出発→各旅館 
→現地へ 
★当日午後 5 時半までに宿泊旅館へお申込
下さい。宿泊予約をされる際、ホタルバスを
ご予約いただいてもＯＫです。 
※期間中毎日運行いたしますが、天候により中止

することがございます。また、当日の天候や気温

によりホタルの数が変わることがございます。 

[問合]はわい温泉・東郷温泉観光案内所 

TEL（0858）35-4052 FAX（0858）35-4701 

http://www.hawai-togo.jp/ 

  

優しい光に 
癒される 

 

 

湯「第 22 回中華コスプレ大会」 
日本最大級の中国庭園燕趙園を舞台に全国からコスプレ

イヤーが集結します。一般来場者もドレスレンタルでチ

ャイナ気分を満喫しちゃお～♪ 

[開催]5 月 27 日（土）・2８日（日） 
[時間]9：00～17：00 
[入園料]大人 500 円/小中学生 200 円 
※団体割引等あり   
★2 日間限定★『チャイナドレスレンタル割引』 

通常大人 500 円→大人 300 円 

通常小人 300 円→小人（中学生以下）無料 

あなたに似合う一着がきっとある♪  

※小物もレンタル料に含まれます。気分も↑↑間違いなし。 

チャイナドレス 赤ちゃん用～47 号までなんと 200 着

以上の取り揃え！！あなたにぴったりの一着をお選び下

さい♪（授乳スペースもあり）メンズ用は羽織るタイプの

皇帝衣装をご用意いたしております。 

小物 帽子（メンズ）、ヌンチャク、扇子、ストール、サ

ンダル、靴など 

★雑技ショー（9：30／13：30／15：00）★ 

洗練された中国雑技をご覧下さい。 

[会場･問合]中国庭園燕趙園 (0858)32-218 
湯「花と緑のフェア」 
3,000 株の花しょうぶの花園で癒しのひと時を。お子さ

まも大満足の工作体験コーナーや屋台もあるよ。 

[開催]6 月 10 日（土）・１１日（日） 
[時間]10：00～16：00 
[会場]東郷湖羽合臨海公園（あやめ池公園） 
[問合]花と緑のフェア実行委員会 
  （0858）32-2189 
★内容は観光協会 HP 等でお知らせします。 
６エリアスタンプラリー春  
4/29（土）～6/30（金） 
観て泊まって 3 つのスタンプを集めて 
特産品を当てよう。倉吉市・三朝町・ 
湯梨浜町・北栄町・琴浦町・蒜山 
（岡山県）それぞれの各市町および地 
域 27 ヵ所と、スペシャルポイント 
2 ヵ所を加えた合計 29 ヵ所の各施設 
にスタンプを設置。各エリアから 1 ポ 
イントずつ、合計 3 ポイントを集めて 
応募すると抽選で 6 エリアの特産品が 
当たります。 
◆湯梨浜イベント情報◆ 
グラウンドゴルフ発祥地大会 6/10(土)･11 (日) 
ホタルバス（宿泊のお客様対象）6/10(土)～25 (日) 
ハワイアンフェスティバルハワイ in ゆりはま 7/1(土)･7/2(日) 

日本のハワイアロハカーニバル 20177/1(土)～8/13(日) 
水郷祭 7/16 (日) とまり夏まつり 7/22(土) 
サマーわくわくフラダンスショー7/22(土)･23 (日)･29 (土)･

30 (日)･8/5(土)･8/11(金)･8/12(土) ※7 日間 

中国庭園燕趙園庭園花火８/19（土） 

※詳細は順次お知らせします。 

レイクアクティブ情報 
 

 

 

サップクルージング体験 

もっとも東郷湖身近に感じら

れる SUP。湖中の魚がパシャ

ン！！歓迎のサプライズも♪ 

10:00～16:00(15：30 受付まで) 

 

カヌー体験 

湖の風景を眺めながらスイス

イと水面をすすむ心地よさ♪

風も気持ちいいですよ。 

10:00～16:00(15:00 受付まで) 

 

レイクチューバー体験 

走って転んで大暴走！幼児から大

人まで楽しめる人気アクティビテ

ィです。 

10:00～16:00 

 

 

5 月の営業日/１日～5 日、7 日、14 日、28 日  
※ 6 月からも毎週日曜日 10：00～17：00 まで営業します。 

[問合わせ／申込]予約なしで OK。直接お越しください。 
Café ippo（湯梨浜町南谷）（0858）35－6161 
  

http://www.yurihama.jp/ 
  

 

湯梨浜町の HP が 

リニューアルしました 
 

 

 

 

 

http://ameblo.jp/koji-tanimoto/
http://p-h-p.jimdo.com/
mailto:koji.5963.tanimoto.4649@gmail.com
http://www.hawai-togo.jp/
http://www.yurihama.jp/

