
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Vol126  

2021 年 11 月 25 日発行  

 

水景色の指定席「湖屋 KOYA」OPEN 
◆昭和 42 年 10 月に開業し多くの皆様に愛されてきたはわい温泉「翠泉」が、水風景の指定席「湖屋 KOYA」 

に生まれ変わり、2021 年 10 月 16 日（土）OPEN しました。 

構想を練り、試行錯誤を続けること 4 年。自然豊かな湖畔の立地を活かした空間に、アウトドアの人気メー 

カースノーピーク製（日本を代表する建築家 隅研吾さんとのコラボ）のモバイルハウス「住箱-JYUBAKO」 

を設置。食事はオプションで焚火台・アイアングリルテーブルセットをレンタルして“持ち込みのお好み食

材”で BBQ をしたり、予約で“鳥取和牛の名店「あかまる牛肉店」謹製のお肉と湯梨浜野菜セット”の BBQ 

もできます。また、併設されたカフェでは地元食材をふんだんに使用したピッツアが楽しめるという、組み立て自由な旅を実

現した泊食分離スタイルです。 

この住箱の特徴は、外壁・天井・内壁・床全てにヒノキの合板が使用されており自然との調和が素晴らしく、周りの環境、自

然が主人公とした素材、デザインであること。高さの異なる大きな窓から湖の風景を覗けば、まるで額縁の中に鮮明に描かれ

た絵画のよう(*´▽｀*) 

手前にリビング、奥にはベッドがありますが 

リビングのソファーはベッドにもなりますので、 

大人 3 名がゆったりと寝ることができます。 

お風呂はもちろん「はわい温泉」！ 

東郷湖底から湧き出す温泉を各旅館へと配湯する 

100％天然かけ流しの温泉です。 

キャンプでもない、ホテルでもない宿泊スタイルで 

人と自然が共生できる贅沢な時間をお過ごしください。 

 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

併設された「湖屋カフェ」はピッツァ＆サラダのお店。 

湖屋カフェを切り盛りするのは、板前修業を積み 

旅館翠泉の頃から調理師として腕をふるっていた若旦那ご夫婦。ピッツア専門店でノウハウを習得され、定番のナポリピッツ

アメニューの他、地元の食材を使用した和との融合メニューを考案されました。 

使用するピザ窯は、ピザの本場イタリアナポリで 100 年以上の 

歴史を誇るアクント・マリオ製。 

船便で取り寄せたこだわりの窯の材質は全てがナポリ産。 

代々受け継がれてきた技法と材質を伝統として守り継ぎ、ナポリ 

ピッツアの焼成に適した温度である 450℃～500℃を、少ない薪 

で保つことができるという排気効率にも優れた構造となっていま 

す。 

メニューは、湯梨浜産の素材をメインにキノコがたっぷりの 

「ゆりはま山のピッツァ」をはじめとした 6 種のオリジナルピッ 

ツァの他に、トマトソース系、チーズ・クリーム系やコーヒーに 

もワインにも合うスイートなはちみつ系もラインナップ♪ 

サイズによって色々な味を楽しめるハーフ＆ハーフや、テイクア 

ウトも出来るので、ホームパーティやお土産にも最適です。 

また、ピザに負けない主役級のフレッシュサラダにも注目！ 

一日分のビタミンが摂れるサラダに体が喜び、最強の 

コンビネーションである朝搾りモッツアレラと生ハムの 

サラダ、ローストビーフやカルパッチョなどのご馳走系 

サラダも人気です。コーヒーは、横浜にある自家焙煎 

コーヒー豆専門店「405COFFEE ROASTERS（ヨンマルゴ 

コーヒーロースターズ）」による 

オリジナルブレンド。 

指定生産者のブラジル、 

グアテマラ、エチオピア、 

コロンビアの豆を合わせ、 

やや深煎りに焙煎したもので、 

やわらかで芳醇な味と香りは 

コーヒーマニアにもたまらない 

逸品です。 

 

 

 

 

 

 
▲湖を眺めながらの BBQ は最高！   ▲木の温もり、心地よさを実感。 

秘密基地のようなワクワク感をぜひ！ 
 

▲湖屋カフェでは湯梨浜産の新鮮 
素材で作るオリジナルのピザ＆ 
サラダが楽しめます。 
もちろん宿泊者以外の利用も OK 

 ▲イタリアナポリ 
アクント・マリオ製の 
ピザ窯を使用 
 

 

 

◀キノコたっぷりの  
ゆりはま山のピッツァと 
大山地鶏のピッツァの 

ハーフ＆ハーフ 
 
 

▲トマトソース系、 
トロ～リ卵のビスマルク 

 

 

 

▼ゆりはま 

カルパッチョサラダ  
この日はカマス🐟 

 

◀朝搾り生モッツァレラと

生ハムの湖屋サラダ 

 

 

「本日のオススメ」は 
店内のブラックボードで 

お知らせ( *´艸｀) 
旬の素材を使用した和の  
一品メニューもありますよ。 

 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<水風景の指定席「湖屋」>木曜定休  

〒682-0715 鳥取県東伯郡湯梨浜町はわい温泉 15 

TEL/090-9415-1085 https://yurihama-koya.com/ 

   ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

11:00～15:00 ピッツア＆サラダ＆カフェ  

15:00～17:00 カフェタイム  

17:00～21:00 ピッツア＆サラダ＆カフェ＆お酒 

 

 

 

 

 

▲牧田夫妻  
 

今までの業務内容と違うことに戸惑いはなかったかどうか尋ねると、「新鮮で楽しいですよ。 

今まではお客様の様子は若女将や接客さんから間接的に知り、料理を作るタイミングをはかって 

いましたが、今は自分自身が直接お客様と話もできます。お客様の反応を直接感じられるのが 

何よりの励みになりますね。これからもお客様の声を聞きながら、2 代目（総支配人ご夫婦） 

と一緒に旅館「翠泉」で築いてきた経験を活かして、地域に根付いた宿を目指していきたい」 

と若旦那さん。 

また、湖屋は「とっとりワ―ケーション拠点」のワ―ケーション可能な宿泊施設にも登録されて 

います。 

ワ―ケーションとは、仕事（Work）と休暇（Vacation）を組み合わせた米国発の造語で、 

テレワークの活用などにより、リゾート地や地方など普段の職場とは異なる場所で働きながら、 

休暇取得を促進する制度です。 

新型コロナウィルス感染症の流行に伴ってテレワークを導入する企業が増えている中、ワ―ケーションが新しい働き方として 

注目をされています。詳しくは鳥取県の HP をご覧ください。https://www.pref.tottori.lg.jp/293613.htm 

オープンから約 1 ヵ月、ご夫婦ならではの絶妙な掛け合いとスタッフの皆さんとのチームワークで、冬だからこそのイベント

やカフェの冬メニューで、さらなる賑わい創出を目指していきます。 

宿泊はもちろん、カフェスペースでの忘年会、新年会、同窓会、イベント、結婚式などなど。お客様のニーズに合ったオリジナ

ルのお料理や自然豊かな東郷湖が織りなす演出で素敵な時間をお過ごしください。 

そうそう、もうすぐ鳥取の冬の味覚“蟹”      を使用したピッツァもメニューに入るとか(≧▽≦) さあ、みんなで湖屋へ GO！ 

 

 

 

 

「湯梨浜パンフェア」好評につき 2 回目開催！ 
湯梨浜町で人気のパン屋さんが、はわい温泉湖屋でパンフェア

を開催します。売り切れ続出の焼きたてパン♪ 

湖畔の自然を楽しみながらごゆっくりとお過ごしください。 

    ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

11 月 28 日（日）AM11：00～完売まで 
★入場無料★ ★雨天決行★ 
 

 

 

 

いつでも元気 ⓬月 No.361 
 

 

 

 

◆「いつでも元気」は、（株）保健医療研究所が発行している月刊機関誌で、1991 年 12 月に 

第 1 号を発行し、人と人とを繋ぎ 2021 年 12 月 No.361 で 30 周年を迎えました。 

この記念すべき 12 月号の「まちのチカラ」コーナーに湯梨浜町が 4 ページにわたって紹介され 

れました。（全 52 ページ）※湯梨浜町は 21 ページ～24 ページ 

9 月末、「いつでも元気」の雑誌やイベント司会業もこなし、幅広く活躍中されるフォトライター 

橋爪明日香さんが湯梨浜町にお越しになり、独自の視点でまちの取材をしていただきました。 

初の鳥取県は、鳥取砂丘コナン空港からのスタート。 

 美しい東郷湖の風景に魅せられながら、はわい温泉望湖楼の開放的な湖上露天風呂写真から始まり 

温泉・シジミ・梨・ノルディックウォークなど、読者がワクワクする“体験レポート”のよう 

に紹介してあります。 

黒いダイヤともいわれる名物のヤマトシジミは、シジミ漁師の 

松本さんの船に同乗。漁の時間外でしたので、持ち帰りはしません 

でしたが鋤簾を使ってシジミを捕る様子に大興奮のご様子でした。 

夜は松本さんが経営されているはわい温泉の笑酒繁じょうへ。 

シジミのバケツバター炒めやシジミラーメン、シジミみそ汁は 

観光客だけでなく地元の方にも人気のメニューです。 

観光梨園の波関園や、ウォーキングカフェである Café ippo、 

ハワイ海水浴場や今滝の写真も掲載されています。 

「いつでも元気」雑誌は、民医連に加盟している病院や福祉施設で読むことができます。 

店頭販売は行われていませんので、保険医療研究所へお問合せください。 

詳しくは HP をご覧ください。https://www.min-iren.gr.jp/ 

 

あなたと民医連をつなぐ月刊誌  湯梨浜町が 

掲載されました  

 

 

お湯割 2,000 円期間延長！ はわい温泉・東郷温泉へご宿泊割引企画 

<キャンペーン期間>2021 年 11 月 1 日（月）～ 2021年 12月 5日（日）チェックインまで 

◆期間中はわい温泉・東郷温泉旅館にお泊りのお客様お一人様につき 2,000 円を割引します。 

※中学生以上対象、直接予約か電話予約、インターネット予約はじゃらん・楽天のみが対象です。 

 

<問合>はわい温泉・東郷温泉旅館 0858-35-4052 

5日間 

延長 

 

＃Welove 山陰キャンペーンと併用 OK！金額に応じてプレミアムクーポンももらえます。 

お待ちして 

おりまーす！ 

https://yurihama-koya.com/
https://www.pref.tottori.lg.jp/293613.htm
https://www.min-iren.gr.jp/


◆近年アクティビティとしても人気のサイクリング。 

現在、全国各地で自転車を通じた観光事業「サイクルツーリズム」が注目を集めており、 

道路の整備と共にサイクリストが安全、快適に旅の疲れを癒すことができる環境を備え 

た宿泊施設も増えつつあります。 

「鳥取県サイクリストに優しい宿」は、鳥取県内で安心・快適なサイクリングを楽しん 

でもらうためのサイクリスト支援ネットワークの一つで、サイクリングの拠点である 

「コグステーション」やサイクルカフェ（飲食店・喫茶店）、サイクルポート（コンビニ）、 

サイクルキャリア搭載 UD タクシー等もあります。 

現在鳥取県では 11 の施設が「鳥取県サイクリストに優しい宿」に認定 

されていますが、この度 湯梨浜町ではわい温泉 旅館水郷に次いではわい 

温泉望湖楼が新たに「鳥取県サイクリストに優しい宿」に加わりました。 

それぞれの都道府県が認定した宿泊施設は「〇〇県サイクリストに優しい 

宿」として全国のサイクリストの皆様をお待ちしております。 

 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

★自転車の客室への持ち込み又は客室以外の屋内の安全な場所（風雨の 

影響を受けず、盗難のおそれがない場所）での保管 

★チェックイン前及びチェックアウト後におけるフロント、コインロッカー等での荷物の保管 

★施設内コインランドリー等による衣類の洗濯又はフロント等でのランドリーサービス（当日又は翌朝に引き渡しが可能であること） 

★手荷物に係る宅配の受取及び発送 

★空気圧ゲージ付きで、かつ、英式、仏式、米式の各バルブに対応した空気入れの使用又は貸出 

★自転車用工具（六角レンチ、ドライバー/プラス・マイナス、タイヤレバー）の使用又は貸出 

★パンク修理用消耗品（ゴムのり、パッチ、サンドペーパー）の販売又は無償提供 

★駐輪スタンドがない自転車を安定して駐輪するための設備の使用（バイクラック等）、用具（ディスプレイスタンド等）の貸出 

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

湯梨浜町では、Café ippo・交流センターゆるりん館・ミニレストキューピット・道の駅燕趙園・豊味園がサイクルカフェに登録 

されており、自転車スタンドの設置・空気入れ・自転車用パンク修理工具の貸出しやトイレの提供等を行っています。 

初心者向けから上級者向けまで、それぞれの特徴をもったサイクリングルートで、四季折々に移り変わる風景をお楽しみください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

沢山のありがとう はわい温泉「羽衣」閉館へ 
◆1969 年（昭和 44 年）6 月、JA 共済連が関連事業として設立した 

温泉宿泊保養施設、はわい温泉「羽衣」は、JA 共済の契約者だけでなく 

誰でも気軽に利用できる宿として長い間地域の繁栄と共に多くの方に 

愛されてきました。 

また、屋内・屋外にグラウンド・ゴルフの専用コースを持つ施設として 

も人気があり毎日通われる愛好家もいらっしゃいます。 

しかし、近年の需要縮小に加えて、新型コロナウィルス感染拡大が大き 

く影響し、建物の老朽化も要因となり、名残惜しむ声に包まれながら 

2021 年 11 月 30 日、52 年の歴史に幕を下ろすこととなりました。 

明治 5 年、龍湯島（旧東郷村）に初めての浴槽が置かれ、明治 17 年 

養生館が開業。中期になり浅津温泉（現在のはわい温泉）が発見され、 

大正 2 年に松崎駅前周辺の温泉掘削が成功すると、松崎温泉（現在の東郷温泉）は急激に発展しましたが、浅津温泉の宿は９軒

という静かな湖畔保養温泉地だったそうです。戦後は観光ブーム乗って浅津温泉も飛躍的な成長を遂げました。 

浅津方面から宮内方面、梨園や一ノ宮参拝へ行くにはほとんど船を利用していましたが、昭和 42 年に羽合東郷全線工事が完成

すると車での往来が可能となったのです。昭和 44 年 5 月には県道に昇格、40 年代末からは東郷・羽合温泉の旅館は増築ラッシ

ュが続き、湖畔東郷湖羽合臨海公園の進歩や健康増進センターの設立で利用者も増加し、東郷湖周の観光車両も急増しました。 

この頃に創立したはわい温泉羽衣。「美味しかったよ」「いいお湯だったよ」「楽しかったよ」 

楽しそうな笑い声、美味しそうに料理をほおばるお姿、グラウンド・ゴルフで生き生きとプレイされるお姿。 

観光、祝宴、合宿、法事、同窓会、忘年会、新年会、各種イベントでたくさんのお客様をお迎えし、大切な時間に寄り添ってま

いりました。長きに渡ってはわい温泉羽衣をご愛顧いただき、誠に感謝申し上げます。胸に刻まれる思い出 たくさんの出会い

と感動をありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

はわい温泉 望湖楼が認定されました 

「鳥取県サイクリストに優しい宿」  

 

  

▲はわい温泉望湖楼 

 

 ▲ミニレストキューピット 

（湯梨浜町引地 119-1） 

 

    

 
▲Café ippo   

（湯梨浜町南谷 573） 

 

▲交流センターゆるりん館 

（湯梨浜町中興寺 400-3） 

 

▲道の駅燕趙園 

（湯梨浜町引地 564-2） 

 

▲レストラン豊味園 

（湯梨浜町引地 565-1） 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★湯梨浜町出身歌手谷本耕治さん 全国で活躍中！  

<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 

  

 

今年は湯梨浜町内 3 カ所（はわい・東郷・泊）同時開催の花火で夜空を彩ります。 

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♪ 

はわい地区では “クリスマスツリー”の花火が見られますよ。 

あやめ池公園内に 6 万 5 千球の LED を使用し、樹木のライト

アップや光のトンネルの他、鯉・白鳥・あやめの花をモチーフ

にしたオブジェも登場。 

静寂に包まれる中で、水面に映る幻想的な光は吸い込まれる

ほどの美しさです。 

心が落ち着く癒しのスポット、地元ファンも多いあやめ池公

園へぜひお出掛けください。 

 

[ライトアップ期間] 
2021年 12月 1日 (水)～2022年 1月 3日 (月) 
[料金]無料/無料駐車場あり 

[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、

必ず保護者が手を引いて観賞していただきますよう 

お願いいたします。 

  

 

➀はわい地区/打上げ場所：浅津公園 

（東郷湖羽合臨海公園内） 

 

◆げんき湯梨浜クリスマス花火◆ 

 

 

 

 

[問合]ゆりはま夏まつり実行委員会事務局（湯梨浜町役場企画課内）平日 8:30～17:15（0858）35-5311  

※湯梨浜町で行われる夏まつりの実行委員会が企画・運営しています。 

 

<開催日>2021年 12月 18日（土）1日限定 
<時 間>20:15～20:25 荒天中止 <会場>➀②③カ所で同時打ち上げ 
※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。 

※密集・混雑の回避、マスクの着用、ソーシャルディスタンスの確保、大声を出さない、飲食禁止等、感染症対策や注意事項

についてご協力いただきますようお願いします。 

 
②東郷地区/打上げ場所：あやめ池公園 

（東郷湖羽合臨海公園内） 

 

➀泊地区/打上げ場所：泊新港付近 

（泊地内） 

 

 

◆あやめ池ウインターイルミネーション◆ 
 

 

◆中国庭園燕趙園/上昇輝龍◆ 
皇帝の象徴でもある「龍」をテーマに約 3 万球のホワイト

イルミネーションが中国庭園を彩ります。 

昼間とはまた違ったロマンテックな庭園をぜひお楽しみく

ださい。 

昼間は１日 3 回中国雑技のショーを開催中です。 

昼も夜も中国庭園燕趙園を満喫しよう♪ 

              

 

[ライトアップ期間] 
2021年 12月 11 日（土）・12日（日）・18 日（土）・ 

19日（日）・24日（金）５日間限定 
★上記の５日間（夜）は、「夜の宝さがし/参加無料」
「あったかいコーンスープ振舞い」あり 
[時間] 17:00～21:00  昼の開園時間からの再入園 OK！ 

[入園料]大人 500 円 小人 200 円 

[会場・問合]中国庭園燕趙園(0858)32-2180 

★昼間のイベント★ 

ワークショップ開催 

中国雑技ショー毎日開催 

9:30～ 13:30～ 15:00～（1 日 3 回） 

HP をチェックしてね。https://www.encho-en.com/ 

 

 

 

  

 

令和 4年 開運八社巡り    販売開始 

 

手ぬぐい 

福紗 
◆令和 4 年開運八社巡りの手ぬぐい（500 円）、福紗（赤・

紫各 800 円）を 2021 年 12 月 1 日より販売いたします。 

2022 年寅年の所縁神社は賀露神社（鳥取市賀露町北 1-21-

8）です。由緒や成り立ちを知ってオリジナルの御朱印を 

             集めましょう。 

             手ぬぐい・福紗取扱所につき 

ましては鳥取県観光連盟の  

 HP をご覧ください。              

 はわい温泉・東郷温泉観光 

             案内所でも販売しています。 

鳥取県観光連 https://www.tottori-guide.jp/kaiun8/ 

 

https://ameblo.jp/koji-tanimoto/
https://www.encho-en.com/
https://www.tottori-guide.jp/kaiun8/

