
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Vol78 

ゆりはまにあ 
２０１７年１１月１０日発行 

 

 
 

開運八社めぐり 2018 年戌 所縁神社 

 

招運福紗・開運手ぬぐい取扱所《中部》※東部・西部でも取り扱っています。下記にお問合せ下さい。 
●はわい温泉・東郷温泉観光案内所（湯梨浜町観光協会）(0858)35-4052 

●倭文神社社務所 (0858)32-1985 

●琴浦町観光協会（道の駅琴の浦 観光案内所内）(0858)55-7811 

●JR倉吉駅内観光案内所 (0858)24-5370 

●倉吉白壁土蔵群観光案内所(赤瓦十号館) (0858)22-1200 

●三朝温泉ほっとプラ座(三朝温泉観光協会) (0858)43-0431 

【開運八社巡りに関するお問合せ】 

(公社)鳥取県観光連盟(0857)39-2111 

http://www.tottori-guide.jp/kaiun8/ 

 

戌 倭文神社(しとり)神社 戌の日に安産を願う[所]東伯郡湯梨浜町宮内 754 

一 福富(ふくどみ) 神社 幸運と冨貴を招く[所]倉吉市福富 326 

二 福積(ふくづみ) 神社 福が積み重なる[所]倉吉市福積 719 

三 豊榮(とよさか) 神社 豊かさと繁栄を招く[所]琴浦町勝田 245 

四 富益(とみます) 神社 富貴が増す[所]米子市富益町 936 

五 金持(かもち)  神社 金運上昇[所]日野町金持 74 

六 福成(ふくなり) 神社 福に成る、成功祈願[所]日南町神戸上 2317 

七 福榮(ふくさかえ)神社 幸運を呼び込み、繁栄を招く[所]日南町神福 1247 

八 樂樂福(ささふく)神社 楽しい生活と幸福を招く[所]日南町宮内 1101  

■伯耆國は、古来より良質の砂鉄がとれ「たたら文化」が栄えた歴史があります。近年話題にのぼる

「金持(かもち)神社」の名前は、鉄を「かね」と読むことに由来すると言われ、「樂樂福(ささふく)

神社」の“ささ”は「砂鉄」、“ふく”は製鉄炉への送風の意味であると伝わっています。その他の神社

にも「福」の字を冠した神社が多く、これも古来よりたたら製鉄が行われた名残であると言われてい

ます。古くから存在する建築物や日本の良さを味わいながら、2018年の干支「戌」にちなんだ「倭

文（しとり）神社」を合わせて、縁起の良い開運神社巡りでご利益を授かり、運気を高めましょう。 

 

決定！ 

 

伯耆国一ノ宮 倭文神社 

安産の神として崇敬されています。言い伝えによると、大国

主命の娘である下照姫命が出雲から海を渡り、従者と共にこ

の地に着き、倭文神社に住居を定めて当地で死去されるまで

安産の指導に努力され、農業開発や医療の普及にも尽くされ

たということです。この地方は倭文織が盛んで、織物の神で

ある「建葉槌命」を主神に 7柱の神がお祀りされています。 

◆開運八社巡りの仕方◆ 
①開運手ぬぐい･福紗を持って開運祈願の参拝

をしましょう。 

②神社に設置してあるオリジナル御朱印を手

ぬぐいや福紗に押しましょう。 

③オリジナル御朱印を全て集めて、手ぬぐいは

お守りに、福紗は大切なものを包みましょう。 

開運手ぬぐい 一枚 500 円 

福紗（赤･紫）一枚 800 円 

 

 
狛犬（文政 2年の文字 1819年 4月） 
倭文神社の守護神として鎮座している狛犬
の姿勢に注目して下さい。後ろ足と尻尾を
上げて、今にも飛び掛かりそうな構え獅
子！この姿勢は出雲地方に多いようです
が、うしろ足が長くスタイルが良いことで
大変人気があります。使用しているのは来
待石で、（島根県松江市宍道町来待で産出さ
れる 1400 万年前に形成された凝灰質砂
岩）苔がつきやすく周りの自然とよく調和
するという特徴があります。 
 

安産岩（あんざんいわ） 
バス駐車場隣にあるのが「安産岩」です。昔難産に苦しむ一人
の女性が安産祈願のため 100 日間神社にお参りをしました。
そして 100 日を終えた日の夜、夢の中に下照姫命が現れニッ
コリと微笑んだのです。女性は願いが叶ったと思い、次の日神
社へお礼参りに出かけました。するとその帰り道、この岩の前
で急に産気づき動けなくなってしまったのです。するとまた下 
照姫命が現れ、ニッコリ！その瞬間、スルッ 
と玉のような赤ちゃんが産まれたという 
伝説が残されています。それからという 
もの、人々はこの岩を「安産岩」と呼び、 
大切にお祀りしたということです。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

戌の日カレンダー（2017 年 11 月～2018 年 4 月） 
11/7（火）・19 日（日） 12/1（金）・13 日（水）・25 日（月） 2018 年 1/6（土）・18 日（木）・30 日（火） 
2/11（日）・23 日（金） 3/7（水）・19 日（月）・31 日（土） 4/12（木）・24 日（火） 

 

http://www.yurihama-kankou.jp/
https://www.facebook.com/yurihamakannkou
http://www.tottori-guide.jp/kaiun8/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①10/12（木）開講式/研修 

■平成 29年度湯梨浜町観光ガイド養成講座が始まりました。 

第 1回目となるこの日は 10名の参加。ガイドの会 田渕会長より、活

動内容や自身の経験から感じた観光ガイドの必要性などを話されま

した。そして「農業で住みます芸人 in 湯梨浜」として今年の 4 月か

ら派遣された加藤アプリさん（吉本クリエイティブエージェンシー所

属）による「ガイドのトークはつかみが勝負！加藤アプリに学ぶお客

様のハートのつかみかた」と題した研修が行われました。“お客様のつ

かみ方なんてオレが一番知りたいわっ（ᅙ ω ᅙ）”とツッコむアプリ

さんですが、講義中はガイド業務に役に立つポイントも盛りだくさ

ん。ガイドの知識だけをお客様押し付けても、なかなか伝わらず印象

として残りにくいものです。ガイド案内時の話の組み立て方を再確認

することができました。 

後半は、参加者一人一人がひらめいたワードをボードに書いていき、

歌詞を繋げるというリレー方式で湯梨浜町観光ガイドの歌作り♪ 

今までとは違う観点で、とても新鮮な研修となりました。 

  

②10/28（土）伝統文化を知ろう、松崎名物三八市 

■古くは宿場町として栄え、交通の要衝だった松崎地区。

「三八市」は、昔は「松崎市」あるいは「八月市」と呼ば

れ、稲刈りの準備のための農具や野菜を売るための市でし

た。時代の流れと共に衰退や消滅を繰り返した市も、平成

22 年に地元有志が立ち上がり、手作り市として復活し、

年々人気が高まっています。 

講座日の 28日は三八市最終日ということもあり、つまみ

食いストリートで買い物を楽しむ人、立ち話に花が咲いた

人などあちこちで賑やかな声が聞こえました。昔の様子を

よく知るガイドの会副会長 土井吉人さん（文化財保護委

員）の案内で、昭和初期の松崎周辺の商店配置図をたどり

ながら街歩き。スタートの中央公民館から松崎駅までのわ

ずかな距離にも歴史がいっぱい！ 

地元湯梨浜と共に生き、経験をされた土井さんのお話は奥

深くユーモアもあり、参加者はタイムスリップした不思議

な時間を過ごしました。 

 

 

 

  

 

③10/31（火）東郷湖周辺の魅力勉強会、カニバス研修 

■今年も、大阪⇔鳥取を結ぶ「カニバス」が平成 29年 

12月 16日（土）～平成 30年 3月 31日（土）まで運 

行されます。29年度ガイドの会は、12月～3月までの 

102日間、①お客様を乗せた大阪発のバスに水明荘から 

乗車し、観光案内をしながら宿泊先までの送り②千年亭 

から乗車し、前日に宿泊され、町内を観光されたお客様 

を水明荘まで送る という添乗業務を担当しています。この日は、実際にバスで走りながら案内のポイントや時間配分を確認。

「お客様が初めて出会う湯梨浜人、最後に出会った湯梨浜人である」ことを忘れず、しっかりとおもてなしをしたいと思いま

す。現地案内では、ガイドの会イチバンのフットワークの良さで真っ先に名前があがる 田渕会長を講師に、ガイド依頼の多い

「伯耆国一ノ宮 倭文神社」について研修をしました。 

来年は戌年、多くのお客様が倭文神社へお越しになりますように、また、湯梨浜町でのひと時が良い思い出になりますように♪ 

平成 29年度は全 6回の養成講座を計画しており、更なる意識の向上やスキルアップを目指し、またガイド同士の交流の場とし

て楽しく研修を進めていきたいと思います。[湯梨浜町観光ガイドの会（湯梨浜町観光協会内）0858-35-4052] 

 

 

  

 

湯梨浜町観光ガイドの会協力 ご来館 

ありがとう 

ございました。 

 
 

■湯梨浜町国信にお住まいの中石唯雄氏が、約 45 年にわたり趣

味で収集された古美術品のなかで、鳥取県出身の画家の作品や、

松崎出身の画家「森岡柳蔵」の作品(個人蔵)も加え、10月 19日

～4日間「油絵展」を開催しました。 

地元ケーブルテレビ TCCや日本海新聞にも掲載していただき、悪

天候にも関わらず 4 日間で 115 人のお

客様にお越しいただきました。 

本当にありがとうございました。 

 

 

福井読売/山陰の名湯はわい温泉 2 日間 

■10月 30日（月）福井県からのツアーのお客様 27人が

はわい温泉千年亭にご宿泊になり、翌朝伯耆国一ノ宮倭文

神社へお参りいただきました。近年、このようなバスツア

ーでもガイドなしの企画が多く、また旅先で地元の方と触

れ合う機会も少なくなっているようです。 

湯梨浜町観光ガイドの会は、地元ならではのエピソードを

含むガイド案内、時には歌を唄いお客様との距離をグッと

縮めます。今後も、思い出に残る旅のお手伝いができるよ

う 

 

う努めてまいります。

ツアーガイド、公民館

の研修会、子ども会行

事等も大歓迎です。 

どうぞお気軽にお問

合せ下さい。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■10月 25日（水）はわい温泉民宿鯉の湯を会場に、薬膳イベ

ントの主催や普及活動、webサイトなどでキュレーションやラ

イティングなど幅広く活躍されている高橋育子さんをお迎え

して“美容と乾燥”をテーマに薬膳料理講習会が開催され、子育

世代や健康に気を配る 29名が参加しました。 

近年、健康志向で注目されている薬膳。文字だけを見ると薬の

ように普段食さないような漢方薬が入ったお料理？と思って

いる人も多いようですが、約 4,000 年前から伝わる中国の伝

統医学をベースにした料理や生活の知恵を集めたもので、その

食材はどのような作用・効能があるのか、その性質を合わせて

調理することで健康であるバランスのよい食事を取ることが

できるというものです。 

体調の悪いときには消化の良いものを食べる、冷えた時には温 

 

はわい温泉 

民宿 鯉の湯 

 

 

 

■まちゼミとは、商店の店主などが講師とな

り、プロならではの専門的な知識や情報、コツを無料で地域

住民に提供するゼミナールのことで、平成 14年度 愛知県岡

崎市ではじまり、今では全国 300 地域で取り組まれていま

す。（受講は無料ですが一部材料費がかかる場合がございます） 

湯梨浜町でも今年初の試みとして、湯梨浜町商工会が主催し

10 月 21 日（土）～11 月 19 日（日）まで 30 日間、「つく

る」「たべる」「まなぶ」「きれい」「健康」のジャンル別に、

34店舗 48のまちゼミが行われました。 

お店の人が講師のため、手作りでアットホーム！また、少人

数制のため質問もしやすく他の受講者との交流など、より深

いコミュニケーションの中で楽しく学ぶことができました。

今後も、多くのお客様に湯梨浜へお越しいただけるよう地域

の連携を促進し取り組んでまいります。鳥取県中部では倉吉

市もまちゼミの取り組みがあり、11/10(金)～始まります。 

 

 

★薬膳ごはん 
（気を補い体の調子を整える） 

★椎茸と鶏肉の 
韓国風煮物 
（補気血） 

★鮭の紅葉蒸し(胃腸機
能の改善、身体を潤す) 
★白菜と豚肉のサラダ 
（補気補陰） 
★美容薬膳茶 
(美肌、血行促進、代謝改善) 

 
★白木茸とキノコのかき
卵汁（補気補陰） 

 
★蟹と白木耳のゼ
リー寄せ（肌に潤
いを与え乾燥予防
に効果的） 

 
★甘酒のムース紅麹ソース添え 
（腸の調子を整え肌に 
活力を与える） 

 

 

ハワイ夢広場 
  会場 

■今年で 6回目を迎えた B級グルメバトル。 

（鳥取中部観光推進機構主催）今回の決戦は、ゆりはま天女ウ

ォークに合わせて、湯梨浜町南谷のハワイ夢広場を会場に 10

月 14日（土）・15日（日）の 2日間開催されました。 

鳥取中部の 13 店舗から自慢の逸品が揃い、入場したお客様に

はバトルボールが手渡され、準備された箱に投票。2 日間のバ

トルボールのトータル数でチャンピオンが決定しました。湯梨

浜からは、ゆりはまを愛すプロジェクトより湯梨浜町の素材や

特産物を使用したオリジナルの「ゆりはまアイス」、café ippo

よりシイラを使用した「マヒマヒバーガー」を出店しました。

2 日ともあいにくの雨模様でしたが各店舗が健闘、そして気に

なる約 2,000人の来場者が選んだ頂点は！！ 

422キロバトルで“つどい”の「倉吉銀座から揚げ」がチャンピ

オンとなり、はわい温泉･東郷温泉旅館組合の中島組合長からト

ロフィーが手渡されました。次回の開催をお楽しみに♪ 

 

 

  

かいものをいただくというように、知らず知らずの間に自分自身を労わり、また相手を思いやれる食こそが薬膳なのですね。 

湯梨浜に来て元気に過ごせるよう、特産品や素材などをうまく利用した薬膳料理プランができる日が近いかもしれません♪ 

 

 お店の人が教えてくれる！得する街のゼミナール 

初イベント 
大好評 

つくる「牛ホルモンでオリジナル餃子を作ってみよう」 

あかまる牛肉店/定員 5 名 教材費 300 円（食材として） 
 

つくる「簡単、ひょうたんのランプシェード作り」 

旅館水郷/定員 5 名 教材費 1,000 円（ひょうたん代） 

★かつての工芸品だった大将ひょうたんは縁起物♪デザインを

決めた後ドリルやピンなどで穴を開けていきます。小さな隙間

から光がこぼれる様は、うっとりするほど幻想的。身の回りの

ものを自分で作ると、より一層作品への愛情が深くなりますね。 

★部位によっ
て食感が面白
く、味にも変
化があること
に驚き！ 
美味しい～ 

2 回目の文化展は日本開催決定！中国庭園燕趙園にて 

告知 

■中国の伝統的な医学文化を紹介し、より多くの方々の健康維

持に貢献していくことを目的にした展示会で、これまではヨー

ロッパなどの国々で年に 2 回開催されてきました。今年 1 回

目はフランス･パリで行われ、2 回目となる展示会は初の日本

開催！それも湯梨浜町の中国庭園燕趙園で開催されることが

決定しました。上海中医薬大学から先生をお招きし、「経絡養

生」「運動養生」「飲食養生」「環境養生」の四つのテーマか

ら漢方医学の文化、歴史、理念と具体的な施療法をご紹介しま

す。滅多にないチャンス！この機会にぜひお出掛け下さい。 

  

 

 

 

 

[開催日]11月 23日（木・祝）～26日（日） 

[時 間]9:00～17:00 

[内 容]公開講座、体操指導、診断アプリによる健康診断、 

体験プログラム等 

[主  催]上海中医薬博物館/鳥取北クリニック 

[参加料]無料※燕趙園の入園料金が必要です。 

★日程によって講座の内容が変わりますので 

詳しくは燕趙園 HPをご確認ください。 

問合わせ/中国庭園燕趙園(0858)32-2180 

https://www.encho-en.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

https://www.encho-en.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

農業で住みます芸人 in 湯梨浜 
加藤アプリ 

 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。 
ツイッターhttps://twitter.com/bat_ten23 

ブログ http://agriculture.yoshimoto.co.jp/yurihama/ 

 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

湯梨浜町 PR 大使 谷本耕治 

 ★全国で活動中の“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。 
ブログはコチラ 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への配信中です。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「まつざき元気まつり」 
今年もやります！来場した皆さんが元気になれる、そんな
手作りのおまつりです。 

[開催]11月 12日（日） 
[時間]9:30～13:00 
ステージイベント/龍踊り・まつざきこども園園児に
よる出し物・吹奏楽部演奏（とうごう 
[会場]湯梨浜町中央公民館・役場東郷支所駐車場 
[問合]湯梨浜町中央公民館(湯梨浜町龍島 505) 
   (0858)32-1116 
湯「第 23 回中華コスプレ」 
国内最大級の中国庭園燕趙園。中華コスプレの聖地にて開

催されるイベントです。園内はまさにチャイナワールド！

一般の方もご入園していただけます。 

[開催]11月 25日（土）・26日（日） 
[時間]両日とも 9：00～17：00終日撮影 
中華屋台 11：00～14：00（正面前） 
チャイナドレスレンタル割引大人 500円→300円 
中学生以下 300円→無料 
[入園料]大人 500円/小人 200円 ※団体割引あり 
[問合]中国庭園燕趙園 (0858)32-2180（ニーハオ） 

湯「東郷池イルミネーションウォーキング」 
あやめ池公園と中国庭園燕趙園のイルミネーションめぐ

り。薬膳スープのふるまいやお楽しみ抽選会もあります。 

[開催] 12月 10日(日) 小雨決行 荒天中止 
17：30中国庭園燕趙園スタート＝あやめ池公園 
(折り返し)＝中国庭園燕趙園までの往復 5km のコ
ースです。12名程度の編隊を組んで歩きます。順位
やタイムを競い合うイベントではありません。 
※安全のためノルディックポールはご利用いただけません。 

[参加料]大人 800円 小中学生 400円(軽食.保険料込） 

◆参加者お楽しみ◆ 参加者募集中 
薬膳スープのふるまい/お楽しみ抽選会(18:45～) 
ゆアシス東郷龍鳳閣入浴券(12/16まで有効) 
[問合]中国庭園燕趙園 (0858)32-2180（ニーハオ） 

湯「さくらフリーマーケット」 
さくら工芸品工房で行われるフリーマーケットです。ハン
ドメイドを含む生活雑貨など掘り出し物がいっぱい♪ 
みんな遊びに来てね。 

[開催]11月 26日（日） 
[時間]11:00～14:00 
[会場]さくら工芸品工房 
[問合わせ･お申込み] 
パステルアート（枡田）090-7132-5567 
カフェアチェリーノ 070-2367-1183 
★クリスマス花火観賞 2017★ 

今年も冬の空に光のツリーが現れる！！ 

[開催]12月 23日（土）・24日（日） 
[時間]20:15～20:30 
[場所]浅津公園（東郷湖羽合臨海公園内）荒天中止 
★浅津公園以外でも花火はご覧いただけます。打ち上げ場
所をご確認下さい。19:30～20:30 の 1 時間は、打ち上
げ場所付近は立入禁止となりますのでご注意下さい。 
当日、東郷温泉にご宿泊のお客様を対象にはわい温泉広場
まで無料送迎バスを運行します。送迎バスの詳細、申込は
各お宿へお問合せ下さい。 

[問合]はわい温泉・東郷温泉旅館組合 

  （0858）35-4052 http://www.hawai-togo.jp/ 

★はわい温泉広場にクリスマスツリーが登場★ 

点灯期間/12月 9日（土）～12月 24日（日） 

時間/17：30～21：00まで期間中毎日点灯して、クリス

マスムードを盛り上げます♪ 
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往路 大阪天王寺/大阪梅田→中国自動車道～鳥取自動車道→ 

   鳥取砂丘（自由食）→東郷温泉～はわい温泉 

復路 はわい温泉～東郷温泉→鳥取賀露港（海産物のお買い物） 

   鳥取自動車道～中国自動車道→大阪駅周辺/天王寺駅周辺 

 

■今年も鳥取と大阪を結ぶカニバスを運行します。はわい温泉・東

郷温泉の旅館ホテルの宿泊プランとセットでお申込下さい。 

 

[期間]平成 29年 12月 16日（土）～ 
平成 30年 3月 31日（土）12/30～1/3運休 
[料金]大人 4,800円/学生・小人 4,300円 
★いずれもお一人様の往復料金です。片道
料金はありません。 
12/16(土)の初日便は、なんと通常バス料
金の半額でご利用いただけます。 
（大人 2,400円/学生・小人 2,150円） 
★大型バス 1台までの受付ですのでお早めに！ 

 

 

 

魅力その① 鳥取⇔大阪の交通費が安い！ 

魅力その② 鳥取砂丘や賀露の海産物店にも立ち寄れちゃう♪ 

魅力その③ カニバス利用者だけの８大特典あり。 

★湯梨浜町内からは、おもてなし現地ガイドが 

乗車し皆さまのお宿までご案内いたします。 

（湯梨浜町観光ガイドの会） 

★宿泊翌日は、はわい⇔東郷⇔はわい 

ルートで湖上連絡船を運航します。 

（無料/1便のみ運行 定員 50人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [利用申込について]はわい温泉・東郷温泉のお宿にご宿泊のお客様

のみがカニバスをご利用いただけます。バスのみの利用は出来ませ

ん。インターネット等で宿泊予約をされたお客様も、必ずお宿に「カ

ニバスを利用します」とお伝え下さい。お宿に直接お電話いただいた

時点でカニバス利用申込完了となります。 

[問合]はわい温泉・東郷温泉旅館組合 http://www.hawai-togo.jp/ 

   TEL（0858）35-4052 FAX（0858）35-4701 

 

鳥取⇔大阪 カニバス運行 

 

 

定期船こぼればなし 

はわい温泉と東郷温泉を結ぶ定期船は、明治 39年松崎駅からの

お客様を運ぶための「小ばや」と呼ばれる小さな漁船で始められ、

大正 14年動力による「ポンポン船」に変わりました。その後も

幾多の変遷を経て引き継がれ、昭和 50年代まで運航していたの

ですが、時代の流れと共に約 70年 

続けられた定期船営業に幕を閉じた 

のでございます。 

最盛期には浅津（はわい）、東郷温泉 

の航路が「県道」に認定されるなど、 

定期航路の重要性がうかがえます。 
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