
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Vol88 

２０１８年９月１０日発行 
 

◆物を所有することだけに満足するのではなく、それだけでは得ら 

れない体験や、人との関わりやサービス・思い出等に価値を見出す 

ことを「コト消費」といい、現在日本だけでなく外国からのお客様 

にも大変人気があります。 

鳥取県内でも、様々な「コト消費」ができる”体験プラン”が行われていますが、今回 

は、町の元気な先生に習って“湯梨浜たいけん”をしてきました。 

絣の巾着袋作り体験♪それも、手縫いなのです。「はい、いらっしゃい♪待っとったでぇ」 

と、笑顔で温かく迎えてくださったのは、「手づくり和小物中むら」の中村祐子さん。 

あれ？ここは親戚の家だったかしら、と思ってしまうくらい居心地が良いのです。それもそのはず、店内

には懐かしさと人のぬくもりが感じられる手作りの小物がいっぱい。準備された席には、布や針山など裁

縫道具が並んでいました。ボ 

 

体験ルポ 

 

～絣の巾着袋作り体験の巻～ 

 

 

 

 

  

  

 

 

タン付け以外で裁縫をするのは本当に久し振りで、上手く仕上がるのか不安・・。 

それも巾着、裏地付きのオシャレなやつじゃないですか！！ 

針と糸を初めて手にしたのはいつ頃だったかなぁ(´._.｀) 

小学５年生の「裁縫セット」がデビューだったように思います。あの頃の担任 

の先生は男性だったなぁーなど、懐かしい感覚にひたりながら、まずは布選び 

です。表の絣生地と、裏になる色目の違う生地とを組み合わせて仕上がりをイメージします。 

よし！これにします。生地が決まったら、表地と裏地を中表（お互いの布の表同士を合わせる）に

して、定規で縫い代を測り、チャコペンで印をつけ、両端を縫い合わせます。 

縫った糸が抜けないようにする「玉結び」縫い終わった糸がほどけないようにする「玉止め」「並

縫い」「半返し縫い」「本返し縫い」 

 

 
が出来れば、ちゃんと巾着袋ができるのですから♪ 

では、針に糸を・・・ムムムッ 目が！！( ☉_☉) ( ☉_☉) 

最近の疲れが「目」にきているだけなのだと信じたいところ 

ですが、( ຶ - ຶ )通しにくいものは仕方がありません。 

すると中村さん「これ使ってみない。え～だらぁ。 

〇〇（店名）で 1,700 円ちょっとで売っとったわぁ。 

ここに糸を置いて、針を刺してレバーを引くと・・・ほら♪」 

「お～♪♪すごい」と皆で拍手。ちょっとしたことでも盛り上がってしまいます。 

 

 

                 縫いやすく美しく仕上がるように、ポイントポイ 

ントでアイロン仕上げをしてもらいながら、紐通 

し口、返し口を除いた部分を縫い合わせ、マチ部分 

を縫うと、いよいよひっくり返す行程に。 

中村さんの最終チェックは？？ 

中村さん「あれぇ～ここ、縫っちゃとるがぁ。はい、 

ほどいてよー。ほどいた両端をちょいちょ～いっ 

と半返し縫いしとけば大丈夫だけ、心配せんでも 

ちゃんと出来るけ♪」( ˃ ˄ ˂̥̥ )多少のショックを受けながらも、

一         一針一針にだんだんと形になってくる喜びを感じていくのでした。 

きちんと縫えているかな？紐通し口まで縫ってないよねぇ。 

「先生お願いします！」（いつしか自然と先生と呼んでいました）

「はい、いいですよ。中村さん「出来たかいなぁ。はい、合格！次はゆっくりと、こだら 

かしながら（様子をみながら）ひっくり返すだよ」 

少し緊張しながら返し口から指を入れ、少しずつ表へ返していき 

ました。・・・ちゃんと出来てる～♪(*˙˘˙*)❥❥ 感激！ 

 

左/観光協会 伊藤作 

右/地域おこし協力隊 

  辺作 

 

 

ここが第一の感動ポイントでしょうか。あとは表から紐通し口を縫って紐を通せば完成です。表から見える部分には、手縫いな

らではのステッチの優しさや美しさを出したかったので、赤い糸を選び、今日一番の“集中”でチクチク チクチク。 

綺麗に縫えました。（心の中で自分で自分を褒めてあげました）紐を選び、左右 1 本ずつに紐を通して先の部分を結ぶと完成～！

(○´∀｀)//""ﾊﾟﾁﾊﾟﾁ 

絣の小物は初めてですが、小粋で素敵♪何を入れようか迷ってしまいます。家庭でも巾着袋を作ることはできますが、実はこの

絣生地も“一枚もの”ではなく、予め準備してくださった巾着袋用の別布を縫い合わせたオシャレ仕様なのです。 

古くから愛されてきた絣は、肌触りも良く軽くて丈夫、洗えば洗うほどに風合いが増すのです。 

 

 

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


 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆平成 30 年 7 月 1 日から山陰線鳥取～出雲市間を結ぶ 

観光列車「あめつち」が運行開始となり、温泉地や観光 

施設の最寄り駅（停車駅）の各団体が、停車駅構内や 

車内にて PR 活動を行いました。 

8 月 18 日（土）は湯梨浜町 DAY。湯梨浜町の PR 隊は 

鳥取駅から倉吉駅までの区間（時間にして 43 分）に 

乗務し、この時期ぜひお客様へ贈りたい二十世紀梨とパンフレットを、梨娘のコスチューム姿とゆりりんのプリントされたハッ

ピ姿で約 60 人のお客様にお渡しし町を PR しました。 

「わぁ、二十世紀梨は初めてです。湯梨浜町って温泉があるのですね。今度行きたいです」「初物です。梨がいただけるなんて夢

にも思いませんでした」など、皆さまに大変喜んでいただけたようです。 

車内アナウンスでは、「はわい音頭」の音源をながした後、温泉・グラウンド・ゴルフ・二十世紀梨などを紹介しました。 

11 月までの土曜日～月曜日にかけて山陰を走る観光列車「あめつち」。乗車をプランに組み込んだ企画も多くあり、なかなかの

人気を博しているようです。皆さまどうぞ湯梨浜町へお越しくださいませ。お待ちしておりまーす。 

 

東田後納涼祭★歌謡ショー 
 

 
湯梨浜町 PR大使 谷本耕治さん 

 

◆8 月 19 日（日）湯梨浜町東田後納涼祭が盛大に開催され、田後出身の歌手谷本耕治さんがファ

ンの皆さまへ歌謡ショーにて熱い声援に応えました。 

美味しい屋台やお子さまも楽しめるコーナーもあり大盛況。祭も終盤に差し掛かった頃、“こうちゃ

んコール”と共に、粋な太縞小紋の着物に身を包んだ谷本耕治さんが登場すると、会場からは大き 

な拍手と声援があがりました。軽快な MC で会場を沸かせつつ、歌で感動を。 

湯梨浜町の PR 大使でもある谷本耕治さんは 2014 年 2 月にデビューされ、 

ますますパワフルに全国を駆け巡り活動中です。 

そして、嬉しいお知らせです♪「惚れたあいつは旅役者」「渚にて」に引き続 

き、3 枚目となるシングル「桜散る/人生相場」が 8 月 29 日（水）発売となりました。 

★『桜散る』（作詞：高柳 恋 作曲：千田裕之 編曲：稗島寿太郎）の作詞は、「あなたのキスを数えま

しょう～You were mine～」（歌：小柳ゆき）を手掛けた高柳恋氏で、独特な詩の世界観が印象的な歌謡

曲タイプの作品です。★『人生相場』（作詞：塚本さとい 作曲：千田裕之 編曲：稗島寿太郎）は、表

題曲とは対照的な演歌タイプの人生応援歌です。「桜散る」は DAM カラオケで配信中！！ 

今後も谷本耕治さんの活躍に目が離せません。 

 

 

8/29 
新曲リリース 
 

 

  

 

 

布の風合いや良さを実感し、絣に癒されながらの約 2 時間。物があふれ、豊かになったこの時代に講師の先生や参加者同士の 

交流などが本当に楽しく、まさに「コト消費」が実感で 

き心が豊かになる「体験プラン」でした。 

何かに没頭するというのは本当に良いものですね。 

一つ作ると別のアイディアが浮かぶもの。 

次は自分で竹箸を作って、それを入れる箸袋を絣で作っ 

てみたいなぁと思いました(◍´ꇴ`◍) 

県内外の皆さまへもぜひオススメしたい「湯梨浜たいけ 

んプラン」これからまだまだ発掘していきたいと思います。 

 

10 月からの 

湯梨浜まちゼミは「立体 

ちぎり絵」を考えています。 

皆さん、ぜひ遊びに来て 

くださいね。 

 
  

手づくり和小物「中むら」（湯梨浜町松崎 ℡ 090-4802-8659） 体験料 500 円（材料により）要予約 
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楽しみながらウォーキング♪コース付近の謎解き協力店に提示されている 8 文字～10 文字のヒン

トの文字を組み合わせると、ある言葉が(◍´ꇴ`◍)東郷湖をウォーキングして謎解きクイズの答えを

書いて応募すると、抽選で素敵な賞品が当たります。 

東郷湖を巡る道（約 12km） 昭和レトロと出逢う道（約 5ｋｍ）の 2 コースのうち、 

①はわい温泉・東郷温泉の加盟旅館に宿泊し、宿泊証明印を押印し、いずれかのコースをウォーキ

ングしてスタンプ＆謎解きクイズ正解で A 賞/はわい温泉・東郷温泉宿泊券 30,000 円相当・ 

 

 

（期間）平成 30 年 9 月１日（土）～11 月 30 日（金） 

 

げんき梅ギフトセット 3,000 円相当・東郷湖産シジミ１kg 

②２コースともウォーキングしてスタンプを押印＆謎解きクイズ正解で B 賞/はわい温泉・東郷温泉ペア宿泊券 30,000 円 

相当・湯梨浜町内の指定店の食事券 3,000 円相当・ゆアシス東郷龍鳳閣中国風呂または、ハワイゆ～たうん無料入浴券 

が抽選で当たります。風光明媚な東郷湖を歩いて、深まる秋の自然をお楽しみください。 

 [お問合せ]湯梨浜町商工会（0858）32-0854 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  美しく麗しい梨になりますように 

 

  

◆農業で住みます芸人 in湯梨浜にて町に移住して2年目、

二十世紀梨栽培を通じて農業や観光、移住定住等で湯梨浜

町の全国 PR に努めている吉本の芸人”加藤アプリ”さん。 

手塩にかけて育てた梨の出荷を 10 日前にひかえた 8 月

17 日（金）、農園のある宮内に古くから崇敬されている伯

耆国一ノ宮倭文神社宮司さんにより、「笑い飯哲夫農園」

のご祈祷を受けました。 

皆さんに満足していただける梨に育つよう、町の素晴らし

さを知っていただけるよう祝詞が唱えられ、参拝者は玉串

を神前に捧げて拝礼しました。 

笑い飯哲夫農園の梨は、注文販売や県外での PR 活動や販

売等で沢山の皆さまにご賞味いただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

◆今年は近年にない早い時期の交 

配作業となり、梨の生育に合わせた 

作業に大忙し。しかし 100 年の歴 

史の中で、記録的な猛暑や干ばつ等 

の災害にどう対処すれば良いの 

か、梨栽培の技術者としての 

ノウハウが受け継がれてい

るからこそ、逆境に負けな

い甘くて美しい二十世梨に

仕上がりました。 

8 月 22 日（水）JA 鳥取中央東郷梨選果場で行われた初出荷式で

は、宮脇町長をはじめ栗原 JA 代表理事、寺地 JA 東郷果実部長

の挨拶のなかで、今年の二十世紀梨の生育状況や、生産者さんへ

厳しい環境の中での梨栽培の苦労を労い、名実と共に東郷二十世

紀梨が日本一になるよう願いを込められました。 

初荷を乗せたトラックの運転手さんへ梨かごと花束を贈ったの

は、東郷中学校バレー部の皆さん。梨どころである湯梨浜町で生

まれ育ったことに誇りをもち、関係者だけでなく若い世代や地域

の皆さまも一緒になって初出荷を祝うことができました。 

112 年にわたる深き歴史の「東郷梨」。 

真心を込めて全国の皆さまへ「ふるさとの秋」をお届けします。 

 

みずみずしい 

梨をガブリ♪ 

 

◆9 月に入り「カニ」が美味しい季節となりました。今年もワクワクがいっぱいのウェルカニキャンペーンのお知らせです。 

詳しくは、県内 10 ヶ所の温泉宿泊施設・各エリアのお宿・観光案内所等に設置されているガイドマップをご覧ください。 

スタンプラリーの台紙、応募はがきはガイドマップに付いています。お手軽な Web 応募も OK です。 

 

 

 

 

 

 

◆ラッキーステイ◆ 

2018.9/1～2019.2/28 

宿泊して旬のカニが当たる！ 

 

 

 

キャンペーン期間中に対象

の宿泊施設に泊まって応募

すると、旬のカニが毎月抽選

で 100 名様に当たります。 

Web か、ガイドマップに添

付された専用はがきでご応

募ください。 

 

◆ラッキースタンプラリー◆ 

①2018.9/1～2018.11/30 

②2018.12/1～2019.２/28 

スタンプを集めて蟹取県オリ

ジナルグッズが当たる！ 

 

 

 

 

 

キャンペーン期間中に 7 ヶ所

のラッキースポットを周って

スタンプを集め①1ヵ所訪問コ

ース②4 ヶ所巡りコース③7 ヶ

所制覇コースのうち 1 つを選

んで Web で応募してね。 

 

 

◆ラッキーフォトコンテスト◆ 

①2018.9/1～2018.11/30 

②2018.12/1～2019.２/28 

各部門のテーマ写真を撮って蟹取

県の旨いもんをもらおう！ 

カニキャップやオリジナルのカニ

をかぶって写真を撮る「カニかぶる

部門」、美味しそうなカニやカニに

見える場所や雲、カニをテーマにし

た写真を撮る「カニンスタ映え部門

があります。 

 

 

[お問合せ]鳥取県庁観光戦略課（0857）26-7237 

[キャンペーンサイト]www.kanitoriken.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

◆悠々として、遊びごころと優しさにあふれる湯梨浜の女性たちが活躍する「ゆうゆう、ゆりはま」プロモーションの一環とし

てドトールコーヒー株式会社監修のもと、ハワイ産の豆をベースに調合した「オリジナルドリップコーヒー」の製作を企画し、

9 月 7 日（金）役場別館第３会議室にて特別試飲会が行われました。 

東京で人気の「ドトールコーヒー」「神乃珈琲」「星乃珈琲」のブレンダーである菅野眞博氏をお迎えして、ミニコーヒー講座も

行われ、コーヒーの基礎知識として栽培エリアや世界の主要生産国、コーヒーの品質の違い、コーヒーができるまでを学び、 

 

抽出講座のあと参加者でテイスティング、調合をして皆 

で試飲しました。 

近年のさまざまな研究により、コーヒーの適度な摂取は

リラックスや二日酔い、消臭、覚醒、ダイエット、美肌に

も効果的であるということが発見されているようです。 

今後、試作を重ね湯梨浜のイメージにぴったりのドリップ

コーヒー創作に向けて協議していきたいと思います。 

[問合]湯梨浜町役場産業振興課（0858）35-5382 

 

http://www.kanitoriken.jp/


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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や町内での活動の様子などが 
更新されるブログとツイッターはコチラ↓ 
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/  

(問合)プロミネンス・ハーツプロダクション 

http://p-h-p.jimdo.com/ 

 
 

 

「中国庭園燕趙園 中秋節」 
中秋節は９月上旬～１０月上旬にある中国のお月見の日

で、月を愛でるとともに、皆で月餅を食べてお月様を眺め

る家族団らんの日です。 

中国の本格的な月餅は、燕趙園前の老龍頭売店にて販売中

です。その他中国の調味料や乾物、お酒など珍しい商品に

クギ付け！もちろん湯梨浜のお土産もラインナップ♪ 

皆さま、ぜひお出掛けください。 

老龍頭売店（湯梨浜町引地 0858-32-2677） 

[開催]９月 15 日（土）～17 日（月・祝） 
[燕趙園開園時間]9:00～17:00  
★15 日（土）11:00～みんなで水餃子づくり/無料 
講師：門木恵子先生 本格的な水餃子を作ってみよう 

★16 日（日）10:00～/11:00～倉吉打吹太鼓 
倉吉の特徴を活かした新しい伝統芸能の創作を目指
して平成元年に結成した太鼓のグループです。 
★17 日（月・祝）10:00～シェフ手作り餃子ふるまい 

中華レストラン豊味園オープン 2 周年記念 
なくなり次第終了とさせていただきます。 
道の駅燕趙園/３日間限定★特製月見だんご（3 本）150 円 

中華レストラン豊味園/3 日間限定★特別メニュー 

油林鶏 650 円 ルーローハン 780 円 

[入園料]大人 500 円 小人 200 円 
[場所・問合]中国庭園燕趙園(0858)32-2180 

「異国の風を感じるフェス」 

湯梨浜町国際交流協会主催の野外音楽フェスです。 

音楽バンドの演奏や、飲食・物販ブースで国際交流を楽し

みませんか。 

[開催]９月 2３日（日・祝） 
[時間]11:00～16:00 ★雨天決行   
[場所]ハワイ夢広場（屋内施設）参加無料 
出演/アイルランド・ケルト系音楽を主体としたバン
ド「SEiREN」他 
[問合]湯梨浜町国際交流協会 米田 
   090-1180-9461 

「第 10 回ゆりはま大漁まつり」 
魚の特売や地元グルメの出店などイベント満載のおまつ

りです。今年はなんと！宿泊券や鳥取和牛、タブレットな

どが当たる豪華抽選会もありますよ。９/26（水）の新聞

折込広告の中に抽選券があります。お忘れなく！ 

[開催]９月 30 日（日） 
[時間]10:00～14:00 ★雨天決行   
魚の販売 第 1 部（定置網）10:15～ 
     第２部 11:30～ 
ゆりはまの特産物・加工品販売/ステージイベント/
働く車大集合/タッチングプール/ちびっこ鉄道 
ドローン体験/豪華賞品が当たる大抽選会 
[場所]泊新港周辺 
[問合]湯梨浜町商工会(0858)32-0854 

「松崎名物三八市（さんぱちいち）」 

戦前は「八月市」の名称で、稲を掛けるための竹の売買を

主として賑やかに開催されていた市で、現在は 10 月の３

と８のつく日に開催されている「三八市」。 

昔の市を復活させただけでなく、年齢・性別・国境も越え

て皆が楽しめる手作り朝市として人気が高まっています。 

[開催]10 月３日（水）・8 日（月・祝）・13 日（土） 
18 日（木）・23 日（火）・28 日（日） 
[時間]9:00～12:00 ★雨天決行   
[場所]松崎三八市通り 
[問合]090-7779-6175(野口)  
 
 

湯梨浜イベント情報 
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田後にラブリーなカフェオープン 

Cafe RunWay 

e 

  

Cafe RunWay カフェ ランウェイ 

e 

  

 

◆８/８(水)湯梨浜町田後にインスタ映え

間違いなしのフォトジェニックなカフェ

が OPEN しました。 

外観からは想像もつかないメルヘンチッ

クな店内には、ピンクと白を基調としたカ

ラーで統一。丸や四角の可愛いテーブルと

椅子、それぞれにセットされた調味料入れ

さえも店のインテリア小物に感じられ、細 

かいところにも“ハート”のモチーフが 

使われています。ランチ、パスタ、カレ 

ーなどの定番メニューの他にロコモコ 

やタコライスなどワンプレートで色々

な食 

 

 

 

な食材が楽しめるお料理も人気です。 

カフェメニューやクレープはテイクアウトも OK。 

恋愛、幸せ、思いやりなど女性らしさをイメージするピンク色に

包まれた“カフェランウェイ”であなただけのお気に入りを見つ

けてみませんか。 

Cafe RunWay（カフェ ランウェイ） 
湯梨浜町田後 308-1（ローソンハワイ横/旧コインランドリー） 

営業時間/11:00～18:00  定休日/水曜日 

電話/35-4173 
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◆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、専門的な知識や

コツ等を無料で参加者に提供するゼミナール

のことで、昨年度湯梨浜町では初の試みとして

34 店舗 48 のまちゼミが行われました。 

少人数ならではのアットホームな空間に 

 

 

 

 

 

 

「初めて入りましたが、素敵なお店でした。講師の先生がとても

気さくでわかりやすく楽しかった」「参加者同士の交流ができて

嬉しかったです」など、参加者の皆さまからも大変好評をいただ

いております。今年はどんなまちゼミがあるのかな～♪ 

趣味を見つけたり、お買い物の楽しさを知ったり“きっかけ”や”

出会い“はどこに隠れているのかわかりません。 

1 人で参加するのも楽しみの一つ。「広報ゆりはま」「新聞折込」

「参加店」等でお知らせします。ぜひチェックしてみてね。 

 

 

 

 

 

[講座期間] 10 月 11 日(木)～11 月 11 日(日) 
[受講料] 無料 ※講座により材料費が掛かる場合があります 

[問合]湯梨浜町商工会（０８５８）３２－０８５４ 
 

 

 

 

https://twitter.com/bat_ten23
http://agriculture.yoshimoto.co.jp/yurihama/
http://ameblo.jp/koji-tanimoto/
http://p-h-p.jimdo.com/

