
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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！！ 

 
2021 年４月 25 日発行 

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 Vol119  

 

タンデム自転車の公道走行が解禁‼ Tandem Cycling 

鳥取県 

 
◆「二人で一緒に同じ風を感じたい！」 

友人同士、恋人同士、ご夫婦、親子、または視覚障害などのハンディキャップ 

を持っている人とも一緒にサイクリングを楽しむことが出来る「タンデム 

自転車」の公道走行が、今までの“一部走行可能”から鳥取県道路交通法施行 

細則の一部改正（令和 3 年 3 月 19 日施行）により、令和 3 年 4 月 1 日から 

ついに鳥取県内全域の一般道路で可能となりました。 

「タンデム自転車」とはいったいどんな自転車なのでしょうか(ﾟﾍﾟ?) 

タンデム（tandem）とは、「縦に並んで、二つ(以上)の座席が縦に並んで」 

という意味があり、もともとは 2 頭の馬による馬車を示した言葉。 

名前の通り 1 台の自転車にサドルとペダルが 2 つずつ、前後の 漕ぐたびに回転する部分はチェーンで連動されており、前に乗

る人を「キャプテン」や「パイロット」、後ろに乗る人を「ストーカー」や「コパイロット」と呼ぶそうです。 

ストーカーと聞くと、え？Σ(ﾟ д ﾟ|||)と穏やかではありませんが、しのび寄って付きまとう あの stalker ではなく、機関車な

どに薪や石炭をくべる人のことを指す stoker のことです。 

タンデム自転車の歴史は古く、1890 年代にデンマーク人によって発明されイングランドでは特に人気があったようです。 

やがてスポーツとして認識されるようになり、オリンピック競技で採用。現在は、世界最高峰の障がい者スポーツ大会である 

パラリンピック正式種目にもなっています。 

               実際にどんな自転車なのか見てみたい♪ということで、湯梨浜町内のタンデム自転車愛好家 

である隅ご夫婦にお話を伺うことができました。 

以前は旅館業を経て仕出し料理店を営まれており、のれんを下ろされてからも継続してウォー 

キングにランニング、ジムや自転車などお二人で健康増進に努めておられます。 

最初にタンデム自転車に出会ったのは俗にいういう“トレーニングオタク”のご主人さんでし 

た(*´罒`) 

               ある時、ランニング中に膝を傷めてしまい、リハビリには自転車が良いという話を聞きロード 

レーサー（競技用自転車）を始めましたが、平成 4 年頃馴染みの自転車屋からの紹介で「タン 

デム自転車」を知ったそうです。 

「こんな自転車があるんだねぇ。せっかくだから一緒に乗ってみようか」と 2 年間ほどレン 

タルで利用されていましたが、だんだんとタンデムの魅力に引き込まれていったそうです。 

それを見た自転車屋も黙ってはいません。「レンタルではなく、二人のタンデム自転車を作り 

ませんか」というお誘いに、二人は迷うことなく OK サイン。 

       自分たちが乗りやすいようマウンテンバイク仕様の安定感のある太いタイヤ、 

こぐ力は二人分なのでスピードチェックに欠かせないスピードメーター、ライト等 

本体とオプション合わせてお値段 ドドーンと約 30 万円なり((;꒪ꈊ꒪;)) 

       それでも二人が健康になれればいいじゃないか、大切に乗ろう！とここから本当 

のタンデム自転車との付き合いが始まりました。 

そして、なんとこの自転車は 1982 年に公開されたスティーブン・スピルバーグ監 

督による伝説の SF 映画「E.T.」の中の名シーン、少年が ET を乗せて夜空を飛ん 

だ自転車と同じメーカーのものなんだそうです。 

車体には「KUWAHARA」の文字。当時から桑原商会（現在は桑原インターナショ 

ナル）の自転車はとても人気があり、最先端の技術と品質を誇るメーカーだった 

ようです。 

「障がいのある方を自転車に乗せてあげたいけれど、タンデム自転車とはどんな 

ものなのか見せて欲しい」と警察署から問合せを受けたり、知人からも「見せて！」と、まだ馴染みのなかったタンデム自転車

に興味を持たれる方も少なくなかったようです。 

「主に前の人がハンドルを操作するんだけど、息を合わせて走るのが大切だよ。重要なのは 

手信号。」「あぁ、手信号！小学校の時の自転車教室で教わりました」 

「そうそう、右折・左折・停止！この 3 つがあれば大丈夫」 

今では二人で「馬ノ山」「波関峠」「大平山」「十万寺」とアップダウンのあるルートを“足を 

着かずに走り切る”という目標を定め、日々チャレンジしておられるそうです。 

ここで疑問が湧いてきました。「（奥さんに）ケンカした時も一緒に乗るんですか？」という 

質問に「乗るよ～！ほら、そういう時の方が凄い力が出ちゃうもん(๑•`ㅂ•´)و」 

なるほど、オリンピック・パラリンピック並みの記録が出てしまいそうです。 

 

 

 

 

 

 

しっかり 

こいでや～     お任せあれ 

奥様！ 

▲隅さんご夫婦 

 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウコンザクラ 7日程早く開花 

伯耆国一ノ宮倭文神社 

 

◆今年の春は例年よりも早い桜だよりが届き、湯梨浜町宮内に 

ある伯耆国一ノ宮倭文神社のウコンザクラも 7 日程早く満開を迎えました。 

例年ですと、ソメイヨシノが終わる 4 月半ば頃に淡い黄緑色の八重咲の花を咲か 

せます。ショウガ科のウコンの根を染料に用いた色「鬱金色」に花の色が似ている 

ことから名前がついたようです。 

神社駐車場から数メートル、随身門をくぐってすぐ左手を見上げてみますと、 

淡い黄緑色の花と若葉が同時に風に揺れていました。花と葉が同系色のため遠目 

には気がつかないことがあるかもしれません。 

現在のウコンザクラの樹齢は不明、数年前の大雪により幹や枝が大幅に折れ痛々しい姿になっていましたが、 

翌年もしっかりと花を咲かせ参拝客に元気を与えてくれました。 

花弁の数は 15 枚～20 枚と大変ボリュームがある上に、満開から 4 日～5 日経つと、黄緑色から白っぽくなり花弁の脈に沿っ

てだんだんとピンク色へと変化していくのです。 

この様子は大変美しく「美人桜」などと呼ばれています。倭文神社の御祭神のお一人である才色兼備の女神「下照姫命（シタテ

ルヒメノミコト）」に相まって倭文神社には欠かすことのできない樹木です。 

樹の幹にそっと手を当て“いつまでも美しくありたい”と願うと、願いが叶うとか(ღ*ˇᴗˇ*)｡o♡ｳｯﾄﾘ♡ 

 

 

 

 

神サンとふれる「コトの日」 伯耆国一ノ宮倭文神社 

 

◆「〇日は“ことの日”するけぇ、神サンのごっつぉ（ご馳走）も用意せな（しないと）いけんな。おまいも（お前も）てご（手

伝い）せえよー」そんな声が聞こえてきそうな旧暦の 3 月上旬。かつて農事に取りかかる最初の大切な日に「コトの日」という

神事が行われていました。 

失われつつある神事や行事を今に伝え、その意味を知り得ることで神様をもっと身近に感じて欲しいという願いから 4 月 18 日

（日）伯耆国一ノ宮倭文神社社務所にて「コトの日」神事を伝える会が行われました。 

春の田仕事前の豊作祈願、秋の稲刈り後の収穫感謝、魔除けの行事など内容や日時は地域によって様々ですが、かつては日本中

で「コトの日」が行われていたそうです。手順として➀神棚へ食事とカヤの箸 2 膳をお供えする。家族そろって食事をし、料理

を少し食べ残しておく。②食事後、藁の束を約 30 ㎝に切り、両端をくくりつけて「コトヅト（コトヅット）」を作る。 

カヤの箸を使って残しておいた食べ物と神棚の食べ物を少しずつ 

“ツト”の中に入れ、神棚の箸は一番上にクロスして、家族の箸ははしご 

型に取り付けます。 

③庭の柿の木にかける。カラスや小鳥が“ツト”の中の食べ物を早くに食べ 

に来ると縁起が良いとされていたようです。 

                        準備は家族で分担し、子供は河原に行って箸に使うカヤの茎を採り、父 

はコトヅトの準備。 

普段は麦飯が一般的な時代に白米を炊き、この時に食べられる「こと魚」 

であるカレイを食べるというご馳走に、子どもも大人も楽しみにしてい 

たといいます。 

特に昔のタンパク源といえば池の魚ですので、海の魚を食べることは滅 

多になかったのかもしれません。 

                         

    

 

 

 
▲さくら工芸品工房の桜坂を駆け上がるお二人 

イメージ写真撮影のために、そのままの服装で自転車に足を掛けていただき 

ましたが、実際に走行する時はお二人ともバッチリとキメたサイクルウェア。 

持ち物は水とお金だけ。 

好きな景色は、あやめ池公園を過ぎた桜並木の坂を上って見下ろす東郷湖。 

毎日走っても毎日違う発見があり、自然の素晴らしさに感動するのだそう 

です。あとは山を下る時の風が好きだという奥さん。 

「本当は、景色の良い高さのある橋を走りたいんだけど・・・|  ू •ω•)ﾁﾗｯ」  

サッと目を反らすご主人さん。「・・・高い所は NG！！」 

苦手な場所はありますが、頼りになるパイロットのおかげで後ろのストーカー 

はちょっとだけ景色を眺める余裕があるようです。 

現在、都道府県によって許可の対応が分かれており、より安全にタンデム 

自転車走行が楽しめるよう講習会の開催や環境整備も進められています。タンデム自転車に限らず、鳥取県は日本海に面してお

り絶景のビューポイントも多く巡ることができ、サイクリングロードも整備されています。 

今後も、鳥取県内のサイクリング施策（サイクリストの聖地鳥取県整備事業）に沿って、レンタサイクル・飲食店・コンビニ・

サイクルキャリア搭載 UD タクシー・バイクラック設置・トイレ・空気入れ/パンク修理、サイクリングガイドの養成、鳥取県

サイクリストに優しい宿認定など、サイクリスト受け入れ環境の整備充実に向けて取り組んでいきます。 

気持ちが沈みがちな今、すがすがしい空気を胸いっぱいに吸い込んで、ウォーキング・花めぐり・足湯めぐり・温泉めぐりなど

それぞれの楽しみ方でゆったりと東郷湖の風景を楽しんでみませんか。 

 

▲柿の木に掛けるコトヅトは 3 年連なると家が 

繁栄するとか( ˆoˆ )/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子ども広場がリニューアル 

箸に使用する「カヤ」の茎は、油分があるので水をはじき、耐水性が高く古くから屋根材や飼肥料にも使用されていました。 

実際に触ってみると、意外と丈夫であることに驚きます。昔は実際にカヤの箸を使っていたのか、今でも全国には厄除けなどの

願いを込めてカヤの箸で食事をする風習が残っているようです。 

また、なぜ柿の木だったのでしょうか。昔は庭に柿の木があるのが一般的で、実の成る大切な木であり鳥たちも集まりやすかっ

たのではと推測されます。まだまだ疑問は多くありますが、自分なりに想像してみるのも面白いものです。 

東郷町誌の 749 ページ「年中行事」の項目に、1 月の 19 行事から始まり 1 年間で「コトの日」を含む 62 もの行事について掲

載されていますが、これ以外にもきっと細かい行事があったのでしょう。 

現在も守り伝えられる神事がある一方で、町内や各家庭で行われていた習慣など時代と共に廃れてしまったものも多くありま

す。四季があり節目がある。昔はこの節目を今よりもっと大切にし、神様を身近に 

感じながら生活をしていたようです。 

参加者は倭文神社 米原禰宜の話をじっくりと聞き、昔の習わしやその中に込められた 

意味を知ることで、時代や方法は変わっても身近な人を大切に思う心や、自分自身を 

大切にする気持ちは変わらないという共通点を見出すことができました。 

また「ぜひ自分たちの子どもにも伝えたい。子どもと一緒に昔の神事を体験 

するような機会を作って欲しい」という積極的な意見も多く出ました。 

経験豊富な地域のご年配者や学生にも声をかけ、第 2 回、第 3 回と定期的に開催 

されるようになるかもしれません(๑•`‧•̫´๑)。  

 

湯梨浜町  東郷運動公園  

 

 

 

◆自然に囲まれた中にある「東郷運動公園」は、ナイター付きの野球場、サッカー場、フットサルコート、テニス場、そして 

14 種類の健康器具を設置したフィットネス広場等を完備した思う存分スポーツを楽しめる総合運動公園です。 

そんな東郷運動公園の子ども広場の遊具が 2021 年 4 月リニューアルしました。 

新緑の眩しさにも負けないカラフルで可愛い大型遊具の周りには、小さなお子さまも楽しめるバケット型ブランコやシーソー、

パンダや馬などの動物をモチーフにした象形遊具や砂場、休憩したりお弁当も広げられるあずまやテーブルもありご家族でゆ

っくりとした時間を過ごすことが出来ます。手洗いの水道や、噴水型の蛇口、自動販売機やトイレも近くて安心です(﹡ˆᴗˆ﹡) 

こちらの公園は 3 歳～12 歳を対象に計画されています。小さなお子様は必ず保護者様が見守っていただきますようお願いしま

す。スポーツのあとは、東郷温泉やはわい温泉でゆっくり身体を癒す事もできますよ♪ 

 

<お問合せ・施設利用> 東郷運動公園 

東伯郡湯梨浜町川上 885 番地 

開園時間/8:30～17:00（7 月、8 月は 18:00 まで）  

休園日/12 月 29 日～1 月 3 日  

TEL/（0858）32-2840 FAX（0858）32-2850 

 

  

 

 

 

 

砂場もあるゾォ～！  

★←メインのコンビネーショ

ン遊具の階段を上った先には

ハラハラドキドキの大・小 2

つのトンネルすべり台と裾広

がりのワイド滑り台。 

従来のブレーキが利きにくい

ワイド滑り台と違って表面が

波型になっており、角度もゆ

るやか。勢い余って地面に落

ちる心配もありません。 

 

 

★気分はターザン！風を切って渡るターザンロ

ープは何度も挑戦したくなる人気の遊具です。→ 

滑車付きのロープにしがみつき、自分の体重を乗

せてスタート。最初は少し怖くても、走り出した

爽快感とスピードはなぜかクセになってしまい

ます。筋力や運動神経も養われ、順番を守ったり

手助けしたりと社会性も身に付く遊具です。 

 

★もう一つのコンビネーション遊具は↑ 

小さいお子様向け。 

遊具へ続くアプローチをすすむだけでも 

楽しくなります♪ミニすべり台も 2 種類 

あって大満足。波型のワイド滑り台は 

下からのぞくと太陽の光で水色がキラキラ。 

滑り降りるお友達のシルエットも楽しいですね。ミニクライミングウ

ォールを登ったり降りたり。自分で遊び方を考えられる夢いっぱいの 

遊び空間です。 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B2%B9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%80%90%E6%B0%B4


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★湯梨浜町出身歌手谷本耕治さん 全国で活動中！  

<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 

 

 

湯梨浜町PR大使 谷本耕治 

  

●開催日●令和３年６月６日（日）１３：００受付スタート 

会場/国民宿舎 水明荘 ２階白鳥の間 

料金/お一人様３，５００円（税込） 現金のみ 

●ご予約●TEAM OSEI 090-2017-9046（佐古） 

＊＊＊＊＊＊タイムスケジュール＊＊＊＊＊＊ 
13:30～ 第１の矢（はく） 
★おもろい講義「フンティって、何だいや？」 
★爆笑！フンティ・ファッションショー 
★フンティ試着（希望者のみ、ズボンの上から試着） 
14:30～ 第２の矢（飲む） 
★講義「フン茶（ティー）って、何だいや？」講師/お晴 
★TEAM OSEI からの挑戦状「アフタ    フンティー」 
～あなたは、虫のフンを飲むことができますか～ 

（フン茶試飲+和菓子、抹茶、コーヒー） 
14:45～ 第３の矢（聴く/歌う） 
★柳井沙羅シャンソンショー 
15:20～プレゼント抽選会 
15:30 お開き 

 

 

 

 

泊漁港/定置網 

 

 

身も心も前向きに♪はく・飲む・聴く（歌う） 
地域密着型の楽しいイベントです。 

 ◆心のリラックスと体のリラックスを兼ね備えた 

アイテム「フンティ」は皆さまもうお試しになり 

ましたか。地域おこしを手掛ける仲間たち 

“TEAM OSEI”による笑顔あふれるイベント 

「フンティちゃ・茶・ちゃ！！」が 

国民宿舎水明荘で開催されます。 

シャンソン歌手柳井沙羅さんのショー 

もありますよ。 

※新型コロナウィルス感染症防止の 

ため会場入り口での検温、手指消毒、鳥取新型コロナ対策安

心登録システムへの参加（QR コード）、食事中以外のマスク

の着用、出演者との握手や一緒の写真撮影なし、会場内常時

喚起などご納得の上、ご予約をお願いします。 

 

◆湯梨浜町では、2018 年 6 月から小浜沖に設置した定置網
の操業を行っており今年で 4 年目を迎えます。 
初年度は 6 月～10 月、2019 年と 2020 年は 4 月～11 月、 
2021 年は 4 月～12 月初旬まで行われる予定です。 
4 月は、マメアジから BIG サイズのアジ、サバ、アオリイカ、
シロイカ、テナシイカ、コウイカ、サゴシ、サワラ、イシダ
イ、ヒラマサ、ヒラメ、ヨコワ、マグロなどが網に入りまし
た。高値で取引されるイシダイやヒラメは活魚で港まで持ち
帰り、シロイカは帰りの船でスミ抜き処理を施します。 
4 月の記録★4 月 10 日（土）の 283 箱！！(´⊙ω⊙`); 
マグロは 1 本〇〇万円だとか。船長に聞いたところ、最終的
に船で魚を箱網に追い込む際、大型の魚が入っていると追わ
れて暴れたアジが無数に網に刺さっていたり、箱網の底から
ブクブクと大漁の泡が浮かんでくるそうです。また、あまり
にも大漁の場合は網が上がらないため、別の漁師さんを 

 
り込みを入れ、底に集ま 
った弱い魚を出すそう

で 
す。 
さあ、5 月はどんな魚が 
入っているのでしょう。 
追 っ て 観 光 協 会

Facebook 
で、 
ご紹介させていただき

ます 
 
 
 

 

 

 

黄金節～おうごんせつ～   

中国庭園燕趙園 

GW は中国庭園燕趙園へ♪ 

可愛いワンちゃんとおさるさんによるハラハラ ドキドキの

ステージショーや、中国獅子舞公演、サイエンスショーや中国

雑技ショー（9:30/13:30/15:00）の他ワークショップなども

開催されます。皆さまぜひお出掛けください。 

※混雑状況により人数を制限させていただくことがあります。 

5/2（日）～5/4（火・祝）10:00～/14:00～ 

スーパードッグ＆モンキーサーカスショー 

※ショーは動物の体調によって、変更および中止になること

があります。 

5/1（土）10:00～/14:00～ 

中国獅子舞公演/日本鳥取志咸醒獅團 

5/5（水・祝）10:00～/14:00～ 

モジャ博士のサイエンスショー 

●ワークショップ● 10:00～16:00 随時受付 

※混雑状況により人数を制限させていただくことがあります。 

5/1（土）・5/2（日）パステル和みアート、ブレスレッド作り 

料金/500 円～ 

5/3（月・祝）フォトフレームミニケース作り 

料金/ミニケース 400 円、フォトフレーム 600 円 

5/4（火・祝）スクイーズデコ作り料金/1,000 円～ 

<問合せ>中国庭園燕趙園 

入園料/大人 500 円 小人 200 円 ※We love 山陰参加施設 

(0858)32-2180   

 

 

 

 

 

４月号★表紙の写真は？ 

 

東郷湖レイクアクティブ 

◆町の中心にあり、温泉が湧き出す風光明媚な「東郷湖」。 

今年も 4 月末からレイクアクティブが始まります。 

湖面からスーイスイ♪心地よい風を感じながら湯けむり漂

う温泉郷の景色と共にお楽しみください。 

 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

※今年はカヌーのみの営業とさせていただきます。 

※完全予約制、当日予約 OK ですが消毒等の準備のため予約 

1 時間後からの体験となります。 

※多少濡れても良い服装でお越しください。 

※体調不良の方はご遠慮いただき 

ますようお願いします。 

 

＜レイクアクティブ営業＞ 

4 月 29 日（木・祝）～5 月 5 日（水） 

＜時間＞10:00～17:00（最終受付 16:00） 

＜受付場所＞café ippo (0858)35-6161 

 

 

 

◆カヌー体験◆ 
＜大 人＞中学生以上 1,000 円 

＜子ども＞800 円 

＜体験時間＞30 分 

                         

           

 

 

    

完全 

予約制 

当日予約 OK 

 

助っ人に、海に潜って 
網に切り込みを入れ、 
底に沈んだ弱った魚を 
出すそうです。 
さあ、5 月はどんな魚が 
入っているのでしょう。 
追って観光協会 Facebook 
で紹介していきます。 

で
、 

ご
紹介させていただきます 
 
 
 

https://ameblo.jp/koji-tanimoto/

