
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Vol102 

2019 年 11 月 20 日発行  

山陰柴犬に会いに行こう 

して父親の友人を通じて猟師から譲り受けた 

のがメス犬の駒（こま/2 歳）でした。     

しかし最初のうちは苦労の連続だったそうです。幾度となく散歩中に姿が 

見えなくなり、長い道のりを歩いてでも猟師の元に戻ってしまう。 

飼主に忠実で情が厚く、はっきりとした意思をもつという性格にも、うなず 

けるものがあります。 

とはいっても一度長尾家に来たのですから納得ばかりしているわけにもいき 

ません。「そうだ、駒に子どもを授けてあげよう」と、父と共に尾崎邸に行き、 

駒が発情の時期を迎えたとき繁殖をさせて欲しいとお願いし、駒を預けたのでした。こうして半年後無事出産を終え、母犬とな

った駒はこの頃から長尾さんを主人として寄り添うようになったそうです。 

現在長尾家には雄 2 匹と雌 1 匹の山陰柴犬がおり「今家にいるのは何代目のわんちゃんですか」という質問に「えーっと何代目

かいなぁ、はっきり覚えていないけれどいつも側に山陰柴犬がいました」と、生活の一部でありパートナーであり家族でもある

「特別な存在」であることに間違いはありません。 

普段は奥様と二人三脚で喫茶店を経営されており、奥様が作ったお料理をご主人が運ぶ“ウエイター”ぶりにも風格がにじんでい

ました( ღ'ᴗ'ღ ) 

 

 

 

「日本犬」とは日本を原産国とする純血種  

 

 

 

 

大型犬＜秋田犬（あきたいぬ）＞ 

中型犬＜甲斐犬（かいけん）・紀州犬（きしゅういぬ）・四国犬 

（しこくいぬ）・北海道犬（ほっかいどういぬ）＞ 

小型犬＜柴犬（しばいぬ）＞ 

 

 

■現在、家庭において「犬」「猫」「魚類」などさまざまなペットが 

飼わますが、なかでも人との関わりに長い歴史がある「犬」と「猫」は 

古代から人間の友としてなくてはならない存在であったようです。日本人が犬と生活し始めたのは 1 万年以上前と

いわれ、狩猟で生活をしていた縄文人は犬と暮らし「パートナー」として扱い、近年では家族の一員として人気が

高まっています。現在犬の種類は世界で 700～800 種類あるといわれ、未登録の犬種を含めると 1000 種にもなる 

そうです。その中でも、その地域だけの特色をもち、国の天然記念物に指定されている日本犬たちがいます。 

 
 

古来より 犬は最良のパートナーだった 

 

信州柴犬  山陰柴犬 美濃柴犬    縄文柴犬 

（甲信越地方)（中国地方）（中部地方） （関東を中心） 

 

日本犬の中で、唯一の小型犬に分類される柴犬は、日本犬 6 種

（左記参照）のうち、80％の飼育シェアを占めています。  

名前の由来には諸説あり①小さなもの（小型犬であること）を

表す古語「柴」からきた説②柴藪を巧みに潜り抜けて猟を助け

ることからきた説③赤褐色の毛色が枯れ柴に似ていることか

らきた説が有力とされています。 

日本の各地域に住む柴犬たちは一般的に「地柴」と呼ばれ発祥

地の地名の付いた左の３種とその他が存在し、その中でも鳥取

県固有の「山陰柴犬」は、全国に約 460 頭しかいない大変希

少なワンコなのです(◍´ꇴ`◍) 

 

 

 

 

 

 

＜発祥地の地名がついた地柴＞     ＜その他＞ 

 
明治以降、西洋式の教育を受けた獣医師や外国から輸入される品

種が増え、雑種化が進むと同時に日本犬は激減しました。 

「このままでは日本犬が消えてしまう、千年近く受け継がれてき 

た血統を絶やしてはいけない」と室町時代からの旧家である尾崎家の 12 代当主・故尾崎益三氏

（湯梨浜町宇野）が立ち上がり、在来犬の調査から始めて再興の計画を立て、犬種の保存活動に

取り組みました。こうして古くから山陰地方に根付き朝鮮半島から渡って来たとされるアナグマ

猟で活躍していた「因幡犬」と、荷引きなどに用いられていた「石州犬」を交配し、ついに「山

陰柴犬」が誕生したのです。 

しかし、その後の太平洋戦争や食糧難、軍用犬の供給、さらには伝染病などにより何度も絶滅の

危機にさらされた山陰柴犬。わずかな頭数になりながらも周囲の協力を得ながら困難を乗り越え

てきたのでした。 

その後も町内在住の長尾節二さんを中心に保存活動が続けられ、平成 16 年には山陰柴犬の保存

と保護を目的に、会則や代表者の定めも特にない山陰柴犬を愛する点のみでつながった「山陰柴

犬育成会」が結成されました。 

長尾さんは山陰柴犬と寄り添ってなんと約 70 年！ 

という超ベテラン(((((((⊙ө⊙))))))  

犬との出会いは 13 歳の時。両親にお願いを 
血統書他いろいろな資料を
元にお話をして下さった 
長尾さん 

 

★アスコットの看板犬★ 

長尾家のアイドル♪愛称バニラちゃん♀ 

犬名「多佳花号」平成 24 年 10 月 10 日生 

チャームポイント/クリンとした巻き尾 

みんな私に会いに来てね～♥ 

 

 

東郷温泉の玄関口にある喫茶店 “アスコット 
ランチの他、サンドイッチやワッフルも人気です。 
℡(0858)32-0401 営 7:30～17:00 
※日曜・祝日は 7:30～11:00 

山陰柴犬の誕生   

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

湯梨浜町観光ガイド養成講座②③④ 
 10 月 24 日（木）伯耆国一ノ宮倭文神社を実際にガイドしてみよう② 

■2 回目の養成講座は、マイクロバスにて役場を出発。ガイドの会作成のテキ 

ストと資料を照らし合わせ、対象物の位置確認をしながら伯耆国一ノ宮倭文 

神社へ。参加者が順に「ガイド役」「お客様役」として観光案内をしました。 

安産岩・夫婦岩・鳥居・神話・随身門・ウコンザクラ・経塚など。歴史のある建物や彫刻の紹介だけでなく、 

お客様自身が想像して楽しむ物語や実際に木に手を触れてみたりする体験、自然など変化に富んだ観光案内に 

心がけています。こうして、研修を重ねるたびに参加者がテキストの内容以外に知り得たさまざまな情報を 

共有することで、また新しいテキストが出来上がっていくのです。 

伯耆国一ノ宮倭文神社は、創建年代は明らかになっていませんが、古くからこの地に伝わる倭文織（しずおり） 

が盛んだったため織物の神である建葉槌命（タケハヅチノミコト）を主神とし、安産の神として知られる下照姫命（シタテルヒ

メノミコト）他、合わせて 7 柱の神がお祀りされています。 

 

 

 

 

 

  
10 月 29 日（火）先進地事例研修③作用町平福、美作市宮本 

■３回目の養成講座は、先進地事例研修としてマイクロバスにて作用町平福と美作市宮本へ出掛けました。 

古くは因幡街道の宿場町として栄え、千本格子や蔵造りの家並み、作用川沿いに連なる川座敷など時代の流れと佇まいを今に伝

える作用町平福。ガイドを担当して下さった上杉さんは、広島県生まれの大阪育ち。以前平福を訪問された際、しっとりと美し 

い街並みと温かい人に魅了され、平福空き家バンクに登録。 

現在は、白壁造りの空き家を改築しバラを中心とした花に囲 

まれたカフェをご夫婦で営みながら「観光ガイド」にも従事 

されています。 

お話される内容、表情からも「平福愛」がしっかりと伝わり、 

再度平福に訪れたいという気持ちになりました。 

美作町宮本にある宮本武蔵の里のご案内をして下さったの 

は、時代劇の大岡越前が大好きで五輪坊武蔵資料館で武蔵一 

筋 16 年のベテランガイドさん。 

                            

 

 

 

 

 

資料館では、絵画・彫刻・金工など優れた剣豪であり芸術家の顔も持つ宮本武蔵ゆかりの品 150 点の 

うち 40～50 点が展示されていました。資料館の周りには宮本武蔵像や生家跡、手入れの行き届いた日

本庭園もあり、色づきはじめた木々や武道館から聞こえる剣道の練習音も心地よく 

感じられました。 

資料が少なく謎が多い武蔵ですが、ガイドさんによってストーリーがしっかりと 

語られ、聞く人それぞれの観点でこの時代に生きた人々を想像し思い描く 

“武蔵の世界観”にどっぷりとひたることができました。 

声のトーンや間の取り方、一方的に伝えるのではなく時にはクイズ形式にして 

お客様との対話を楽しむことの大切さ、地元ならではのエピソード、出発時間に 

合わせた時間配分も的確で、学ぶことが多かったように思います。 

 

 

 

 

 

 

山陰柴犬育成会では★血統の管理★飼育者へ飼育及び繁殖についての助言★交配の補助★子犬のあっせ

ん★広報ならびに取材協力のほか、内部向けの研修会（年 1 回）と鑑賞会（年 1 回）を行っています。 

山陰柴犬の保存において、苦労の一つにあげられるのが繁殖です。 

平均よりも少ない 2 年に 3 回程度の発情をみるメスが多く、一度の出産で 2.3 匹程度の子犬しか産まな

いそうです。このためなかなか増えることがない山陰柴犬ですが、現在育成会の中心となって活動をされ

ている松本さんのお宅で 9 月末に 3 匹の雄の赤ちゃんが産まれたとの情報を知り、お宅訪問をさせても

らいました。 

ご主人の案内で裏庭に行くと、ケージで仕切られた犬小屋から生後 1 ヶ月半の子犬たちと母犬が勢いよ

く飛び出してきました。遊んで♪遊んで♪と兄弟の背中を踏み台 

にしながらケージに張り付き、短い足を必死に伸ばす( *ˊᵕˋ ) 

 畑でひとしきり遊んだ後は、もも母さんのおっぱいを奪い合って 

いました。この 3 匹はすでに行き先が決定しており、子犬を譲渡 

する「生後 2 ヶ月」までのわずかな間を兄弟で過ごします。 

 

 

山陰柴犬育成会事務局長 

の松本さん/3 匹にはあえ 

て名前は付けていない。 もも 2 歳♀ 
2 度目の出産 

 
●小さめの頭部とスリムで引き締まった筋肉質の身体 

●顔はシャープなキツネ顔  ●赤色の毛 

●顔の幅から外に出ない小さめの耳 

●巻き尾か、ピンと立った差し尾 

●主人に従順で無駄吠えが少ない 

●落ち着きがあり忍耐強い 

●成長が晩成型、充実した姿になるのは 3 年～5 年 

 
◆山陰柴犬は血統管理の関係から育成会の会員が直接譲

渡しています。新たに飼育を希望する方は下記にお問合

せください。＜山陰柴犬育成会事務＞090-3639-1381 

 

山陰柴犬の特徴 
 

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

優しいまなざしで親子を 

見守りながら、気が付けば 

いつも犬と寄り添ってきた 

という松本さん。 

山陰柴犬はこうして長い歴史の中で先人たちや 

育成会の皆さんの深い愛情と努力によって守られ 

てきたのです。近年ではインターネットの発達と 

普及により様々な情報を得ることができ、日本だけでなく海外でも

「shiba-inu」として人気が高まっているようです。 

「山陰柴犬」で検索すると、歴史から特徴、全国で生活する可愛い

様子が写真・動画･ブログ等でも紹介され 

ていますのでぜひご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

山陰柴犬 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 月 14 日（木）中国庭園燕趙園を体験しよう④ 

■4 回目の養成講座は中国庭園燕趙園。平成 7 年に鳥取県と中国河北省の友好のシンボルとして建てられ、設計から素材の調

達、加工まで全て中国で行われた本格的な中国庭園で、建物は一度中国で仮組したものを解体した上で日本へ運び、中国人技術

者のもと、再度建設したものです。講師には、ガイドの会のメンバーでもあり燕趙園スタッフの武田さんの案内で園内へ。 

 

 

 

 

 

 

 

■全国各地には天女伝説等が存在し、それぞれの地域で天女を活用した 

まちづくりが行われています。平成 26 年には湯梨浜町を会場に、天女に 

関連する全国 5 市 2 町（大阪府高石市・滋賀県長浜市・京都府京丹後市・沖縄県宜野湾市･ 

鳥取県倉吉市・鳥取県湯梨浜町・福島県川俣町）の首長が集まり、天女を活用した取り組みの 

紹介や相互の交流や連携による振興策などの意見交換を主とする「天女サミット」が行われま 

した。  

               2016 年 10 月の鳥取県中部地震後には高石市から倉吉市と湯梨浜町に銀装カステラ 600 箱 

が贈られ、湯梨浜町では園児のおやつとして提供。 

2018 年の西日本を襲った台風 21 号時には、高石市へ湯梨浜町と倉吉市からブルーシートの 

緊急支援を行いました。 

そんな天女のご縁で繋がる高石市で 11 月 23 日（土･祝）、健康で幸せな暮らしを応援する恒 

例イベント「健幸フェスティバル＆高石マルシェ」が開催され、湯梨浜町からも天女キャラ 

クターとして人気の“ゆりりん”と共に旬の梨や町の加工品、観光パンフレット等でＰＲ活動 

を行いました。 

会場では、医師による健康相談やお薬相談・肺の健康測定・血圧測定・整体など健康に関す 

るブースが充実しており、来場されるお客様の健幸意識の高さに驚き((pq•ᴗ• )♬ 

その他、大阪の特産品や加工品、高石市と友好関係の 

ある町の特産品の販売もありました。 

ステージではキッズダンスや体操講座・地元で人気のお笑いライブ、最後は特産品の当た 

る抽選会があり、湯梨浜町からは旬の「王秋梨」を提供。 

阪口伸六市長の軽快なトークで、湯梨浜町と高石市との繋がりや “ゆりりん”や“温泉”  

“梨”について紹介をしていただき、会場の皆様から温かい拍手をいただきました。 

湯梨浜町ブースでもたくさんの皆さまにお声掛けをいただき、高石市でもゆりりんの 

まちの知名度は確実にアップしているようです。 

健幸フェスティバル＆高石マルシェでＰＲ 
天女を活かしたまちづくり 鳥取県湯梨浜町×大阪府高石市 
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地元に居ながら案内を聞きながら園内をまわる機会がなく、今まで見てきた燕趙園とは全く

違った世界感。建物に施されている 2,000 を越える彩画も全て中国人彩画師の手によるもの

で、絵師によって違うタッチやカラーを比較するのも面白い。 

燕趙園建設にあたり、いくつか候補地があったなかでこの地が選ばれた理由や、燕趙園二十八

景の案内を聞いているうちに、日本であることを忘れてしまいそうなチャイナワールドに引

き込まれていきました。園内では１日 3 回中国雑技ショーが開催されており、幼い頃から体

操の英才教育を受け努力と訓練を 

積み重ねてきた劇団員による 

 

 

 

 

雑技は、スリルの先に感動があります。特に人気なのは、顔が次々

に変わっていく「変面」で、中国の国家機密だといわれています。 

非日常空間を味わえる中国庭園燕趙園の魅力を再発見することが

できました。 

中国庭園燕趙園/開園時間 9:00～17:00 

(問合わせ)0858-32-2180 

 

 
  

 

ゆりはま巡りツアーガイド  湯梨浜町観光ガイドの会 

 

 

■11 月 8 日（金）と 9 日（土）の２日間、湯梨浜町へ移住することに興味を持たれた 8 名様に、町内の各ポイントで観光ガイ

ドをしました。これは 10 月 30 日（水）と 11 月 1 日（金）に東京･大阪各会場にて移住希望者向けの「移住セミナー」が開催

され（生涯活躍ポータルカラフル・町みらい創造室・移住コーディネーターが連携）湯梨浜に興味を持たれ実際に宿泊を兼ねた

訪問を希望された皆様です。依頼のあった今滝･不動滝・伯耆国一ノ宮倭文神社に加え、まちのシンボル東郷湖畔も車内から 

                          ご案内。たてまえだけでなく、時には一歩踏み込んだ“ありのまま”の

まちの様子を見ていただきました。「湯梨浜町はどんなまちなのか」

「もし住むとしたら？」お客様それぞれの観点で２日間を過ごしてい

ただけたようです。 

同じくＩターンで湯梨浜に移住し、積極的に活動をされている田渕 

喜之ガイドの会会長もガイドだけでなく参加者から移住に関する質 

問を受け、住みやすさをＰＲしました。 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
★湯梨浜町出身歌手谷本耕治さん 全国で活動中！ 
スケジュールや近況、温かく人情味あふれる耕ちゃん 

のブログ「人生相場」は要チェックだよ♪ 
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 PR 大使 谷本耕治 
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「みんなの食堂 ゆるりん」 
毎月第４木曜日に開催しているゆるりん食堂。幅広い年代

の人たちが集いワイワイガヤガヤ楽しい空間で栄養満点の

温かいごはんをみんなで食べましょう。 

[開催]11 月 28 日（木） 
[時間]16:00～20:00 食事は 17：30～ 
[料金]こども 100 円 中高生 200 円 大人 400 円 
[会場]ゆるりん館 
[問合]湯梨浜まちづくり株式会社（0858）48－6210 
「愛らぶ東郷池」 
湯梨浜町のシンボル「東郷池」の環境保全や魅力、可能性な

どについて楽しく学ぶイベントです。 

10 月末頃から東郷池でも愛らしい水鳥の姿を見ることが

できます。今年は、専門家の楽しいガイドを聞きながら 

「東郷池の魅力を再発見！ゆりはまの野鳥観察会」を開催

します。(事前申込みが必要です) 

また、米の新品種「星空舞」や地元の食材を使用した食事も

楽しんでいただけます。 

[開催]12 月 15 日（日） 
[時間]9：30～12：00 [場所]国民宿舎水明荘 
[問合]湯梨浜町役場町民課（0858）35-5318 
「軽トラマルシェ in ぱにーに」 
鳥取県内の女性農業者で結成された A-Nyoba（ええにょ

うば）主催の軽トラマルシェです。県内産の新鮮な野菜や

お米、果物などを販売します。全国の農業女子ネットワー

クでお取り寄せした珍しい野菜があることも。 

クリスマスのおもてなし料理にもどうぞ♪ 

[開催]12 月 22 日（日） 
[時間]11:00～14:00 
[場所]ぱにーに湯梨浜店駐車場(湯梨浜町旭 27) 
「あやめ池ウィンターイルミネーション 2019」 
6 万 5 千球の LED を使用し、鯉・白鳥・あやめの花をモチ

ーフにしたオブジェなど、静寂に包まれる中で、水面に映

る幻想的な光はまさに癒しそのもの。地元ファンも多いあ

やめ池へぜひお出掛けください。 

[ライトアップ期間]2019 年 12 月１日(日) 

[料金]無料/無料駐車場あり ～2020 年 1 月 5 日(日) 
[会場]あやめ池公園（湯梨浜町藤津） 
[問合]東郷湖羽合臨海公園あやめ池 

スポーツセンター(0858)32-2189 
★公園内には池があります。小さいお子さまをお連れの方

は、必ず保護者の方が手を引いて散策していただきますよ

うお願いいたします。 

「クリスマス花火鑑賞 2019」 
はわい温泉の冬の風物詩となりました大好評企画“クリス

マス花火”。澄みきった夜空に輝く花火は湖面を神秘的に照

らしクリスマスムード満点♪ 

他では見られない “クリスマスツリー”や”ハイビスカス”

などハワイらしい花火は必見です。 

[開催]12 月 2１日（土）・22 日（日） 
[時間]20:15～20:30 荒天中止 
[打ち上げ場所]東郷湖羽合臨海公園内浅津公園 

※19:30～20:30 まで打ち上げ 

場所付近は立入禁止となります 

のでご注意下さい。 

当日、東郷温泉に宿泊のお客 

様を対象にはわい温泉広場 

までの無料送迎バスを運行 

します。申込・詳細は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/ 

 
 
 
 

湯梨浜イベント情報 
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◆ゆりはまにあ表題デザイン◆ 

日本のハワイアロハカーニバル 2019 フォトコンテスト  

アロハ賞 伊澤寛治様 

 

 

  

湯 け む り サ ン ド in 鳥取 

 
★ポケモンファン待望イベント★ 

「とっとりふるさと大使」として約 1 年間、鳥取県の魅力をＰ

Ｒしてきたサンドが３度目のキャンペーンを実施します。 

鳥取県内の足湯を巡り、サンドのスタンプを２ヵ所集めて応募

すると、素敵な特製サンドグッズ（非売品）が抽選で当たっちゃ

う。超レアアイテムをゲットしよう♪ 

 

 

 

①まずは「足湯スタンプラリー･手ぬぐい」をゲット！ 
各引換所で、税込 500 円以上の買い物をしてキャンペーン名「湯

けむりサンド」を伝えると、「足湯スタンプラリー･手ぬぐい」を

1 枚プレゼント。 

                 ②手ぬぐいにスタンプ 
を押そう！ 

                ひとつの温泉地の足湯を 

巡り、スタンプ設置場所 

で 1 つ目のスタンプゲッ 

ト。ふたつめの温泉地の 

足湯を巡り、スタンプ設 

置場所で２つ目のスタン 

プゲット。 

引換所で２個のスタンプ 

を押した手ぬぐいを見せると 2 個達成引換所確認用スタンプを

押してもらえます。そして記念の「缶バッジ」と「足湯スタンプ

ラリー応募ハガキ」をお渡し。 

③サンドグッズを抽選でプレゼント！ 

引換所でもらった応募はがきに必要事項を記入してご応募くだ

さい。抽選でＡサンドの砂像フィギュア／Ｂサンドの暖簾／ 

Ｃサンドの湯かご／D3 度送れるサンドのレターセット 

特製サンドグッズが当たります。 

 

2019 年 11 月 16 日（土）～2020 年 1 月 13 日（月･祝） 

[応募･引換期間] 

★ＡＲフォトコンテスト★ 

鳥取県内の温泉地で「ポケモンＧＯ」 

の「ＧＯスナップショット」機能で 

撮影した写真を投稿してください。 

ポケモンはサンド・アローラサンド以外でもＯＫです。入賞者に

は特製のサンドグッズ等の賞品をプレゼントします。 

●応募期間●2019 年 11 月 16 日(土) 

～2020 年 1 月 13 日(月･祝) 

● 応 募 方 法 ● 下 記 の ア カ ウ ン ト を フ ォ ロ ー し 、 Twitter 又 は

Instagram でハッシュタグ＃ポケモン GO と＃yukemurisand をつ

けて写真を投稿してください。 

Twi t ter  @tot tor ip ref  (ht tps: / / twi t te r .com/ tot tor ip re f )  

Instagram  

@tot tor ip ref  (ht tps: / /www. ins tagram.com/to t tor ip re f / )  

[そ の 他 問 合 ]鳥 取 県 広 報 課 (0857)26-7097 
 

 

湯けむり 
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