
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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！！ 
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ゆりはまにあ 
2021 年 12 月 25 日発行 

 

ハワイ郡 姉妹都市提携への道 

湯梨浜町観光ガイド 

養成講座⑥ 

 

観光客もてなし向上研修 

（湯梨浜町観光協会）              ◆湯梨浜町観光協会では、まちの歴史、文化、自然、食など様々な観光資源がある中で、毎年 

各旅館や観光施設職員を対象に研修会を開催しています。 

令和 3 年度も湯梨浜町観光ガイド養成講座（６回目）と合同開催とし「ハワイ郡 姉妹都市提携 

への道」についての研修会を行いました。 

平成 8 年（合併前の羽合町の頃）、アメリカのハワイ郡と姉妹都市提携を結んでから「日本の 

ハワイ」として全国に PR し、ハワイとの交流も積極的に行われてきました。 

平成 16 年、町村合併をして湯梨浜町になった現在でもハワイ関連イベントやアロハシャツを着用して町を盛り上げる取り組み

を引き継いでおり、湯梨浜町＝日本のハワイというイメージが構築されつつあります。しかし、合併前の羽合町とアメリカの 

ハワイ、同じ名前であることから姉妹都市提携を結んでアロハシャツを着るという簡単なものではありませんでした。 

現在にたどり着くまでには、国境を超えた出会いや感動など様々なドラマがあったのです。 

この日の研修では、姉妹都市提携を結ぶにあ 

たって当時の様子をご存じで仕掛人とも言え 

る岩本美紀雄氏を講師に、その物語をひも解 

いていきました。 

岩本氏と、オブザーバーの堀内幸子氏（湯梨浜 

町国際交流協会 会長）、観光協会事務局の 

ドレスコードは打ち合わせ通りの「アロハ 

シャツ」。 

開始時間まではハワイアンミュージックの      

CD を流し、会議室にハイビスカスのレイや 

アロハシャツ、岩本氏がハワイ郡から贈られ 

た州旗、フラの原形写真やハワイまつりの写 

真などをディスプレイすると、季節が 12 月であることを忘れてしまうのでした。 

1973 年（昭和 48 年）岩本氏の父の代に民宿と食事ができるレストラン「ハワイビーチ」のオープンをきっかけに様々な出来

事が起こりました。その後、岩本氏をはじめ地域の皆さんや町が奮闘する様子を、ご本人しか知り得ないエピソードを織り交ぜ

ながら当時の写真など貴重な資料を照らし合わせ研修をすすめました。 

研修の最後には堀内氏と協会事務局で 2009 年にハワイ島在住のクムフラ、タウポウリ・タンガロー氏から湯梨浜町に贈られた

「鉢伏のうた（HO‘ OKAHI NO’ LA LAWE KKU’U LEI/ﾎ ｵｶﾋ ﾉｰﾗｰ ﾗｳｴ ｸ ｳ ﾚｲ ）」がウクレレ演奏されました。 

この曲は、毎年夏に行われるハワイアンフェスティバルの町民交流会でハワイのゲスト 

を迎える際にもウクレレ演奏され、湯梨浜とハワイを繋ぐ大切な曲です。 

ハワイアンフェスティバルのゲストとして来町されていたタウポウリ・タンガロー氏は 

ハワイ大学ヒロ校及びハワイ・コミュニティー・カレッジ両校で教鞭をとっておられ 

ハラウ・オ・ケクヒでウニキを受け、ケクヒ・ケアリイカナカオレのご主人としても 

知られています。 

※クムフラ＝フラの先生※ハラウ・オ・ケク＝伝統を伝承し伝えることを許されること 

※uniki（ウニキ）＝クムフラになれる者が最後に受ける卒業の儀式 

研修が終わると参加者から「全く知らなかった出来事に正直驚きました」「経緯を知る 

ことで、地元に誇りを持つ気持ちが強くなったように思います」「これからもこの活動、 

取り組みを大切にしていきたい」「ズバリ、ハワイに行ってみたい！」などの声が上がり 

ました。ハワイアンフェスティバルや中学生同士の交流など、町をあげての大きなイベントは華やかで目に付きやすいですが、

地域では、フラチームやウクレレ同好会、ハワイアンクラフトを楽しむグループ、誰でも参加可能な公民館事業で開催される 

ハワイ料理の講習会など、日本のハワイ 湯梨浜町でも身近な暮らしの中にアロハの精神を取り入れ より近 

くにハワイの人や文化、伝統、自然を感じることができます。 

ハワイ郡との姉妹都市提携は、行動と熱意が心を動かし町を動かし形になっていく大きな事例ですが、大き 

なイベントの背景には小さいながら心を動かす活動もあるのです。 

近年はコロナの影響により 2 年連続でハワイアンフェスティバルも中止して 

おり、“来年こそは！”という願いが強くなるばかり。 

ハワイ関連事業に限らず、継続して何かを成し遂げた先には結果があり、また 

継続していく自分自身にも得るものがあるはずです(*’ω’*) 

今後も、ハワイ郡との繋がりを大切に守り育てながら、その時代に合った新た 

な取り組みも考えていきたいと思います。研修内容に興味をお持ちの方があり 

ましたら資料等をお渡しいたしますのでどうぞお気軽に湯梨浜町観光協会 

までご連絡ください。(0858)35-4052 

  

 

▲岩本美紀雄氏左 ▲堀内幸子氏右  ▲ 

▲ウクレレ演奏する二人 

  ▲フラの原形である写真 ▲ハワイの国旗   

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域密着企業の取り組みを知ろう/センコースクールファーム鳥取施設見学 

           ◆5 回目の養成講座は、センコースクールファーム鳥取の施設見学をさせていただきました。 

センコースクールファーム鳥取は、旧羽合西小学校の校舎を利用して無農薬で低殺菌、光・温湿 

度・CO2・養液などをコントロールして生産する屋内植物工場や室内菌床栽培ユニット、校庭だっ 

た場所にはビニールハウスを設置し、水耕栽培に適した葉物野菜などそれぞれの特徴を活かした 

方法で計画的で安定的な野菜の生産が行われています。 

また、高齢化などにより栽培を行っていない梨農家の農園を借りて二十世紀梨を栽培する事業や、近隣小学生を迎えた農業体

験、町の特産品を使用した新たな名物料理でイベント出店、ボランティア清掃など地元貢献活動も積極的に行っておられます。 

参加者は、大西社長と長谷川所長の案内で施設を見学。 

屋内植物工場や、培地に使うオガクズを殺菌して 

菌を植え、熟成して生育する過程を実際に見せて 

いただきました。 

袋の上から幾重にも重なった舞茸の株は迫力満点！ 

この舞茸が旨味成分増加の氷温熟成舞茸に生まれ 

変わるというから驚きです。 

私たちが生涯にわたって続く営みである「食」に関 

する知識がまた一つ増えました。 

ガイドの会とのコラボ企画で何か楽しいことができ 

ないかと模索中です。 

 

湯梨浜町観光ガイド 

養成講座⑤ 

  

 

 

 

地
産
地
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第七回 ■12 月 19 日（日）今年も残すところあとわずか。“このイベントに行かないと年が 

越せない”というファンもいらっしゃるという「第 7 回 地産地唱 紅白歌合戦」が 

東郷温泉 国民宿舎水明荘で開催され、紅白に分かれた 6 組 7 名のアーティストが 

歌のパフォーマンスで会場を魅了しました。 

このイベントは、地域アーティストのプロデュースや羽衣天女伝説を広める活動を 

行っている「Team Osei(代表/佐古晴一)」が企画したもの 

で、今年で 7 回目の開催となりました。 

お客様は、少し早い夕食をとり歌合戦会場へ。 

         昨年に続き、コロナ禍での開催のためお客様はお隣との 

距離を十分にとり、正面がステージとなる一方向にご着席 

いただきました。 

17 時 25 分、いよいよ開演。紅組主将の松尾みどりさん（Team Osei）と白組主将 

お晴さんが登場すると、“待ってました！”とばかりに会場から大きな拍手が送られました。 

軽快なテンポで息の合った掛け合い、時にオヤジギャグを（誰がオヤジなのでしょう？） 

盛り込みながらアーティストを紹介していきました。 

途中、北島三郎太とオーヤンヒーヒーに扮したイベントのお笑い担当、が登場すると会場 

からどよめきが！(*≧▽≦)σ ｩｹﾙ－♪ 

披露された曲は、演歌、ジャズ、歌謡曲、ミュージカル、 

シャンソンと歌のジャンルも様々で、聴く人それぞれの感性で歌詞に込められた思いを 

読み取り、時には夢を描いていたあの頃や 忘れていた過去の記憶を懐かしみ、 

今を生きる応援歌のように元気をもらえるのでした。 

このイベントの特長は、まちを元気にしたいという Team Osei の思いとそれに賛同して 

くださる地元鳥取にゆかりのあるアーティストが集い、お客様と一緒に歌唱を楽しみ地域を 

盛り上げるということ。 

さあ、2022 年はどんな魅力的なイベントが待っているのでしょう。今後もお楽しみに♪ 

 

▲施設内を見学する参加者と大西社長、長谷川所長 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

皆さん、こんにちは。Team Osei 代表のお晴（せい）でございます。 

2021 年もコロナで大変な 1 年でしたが、私共チーム・オセイは精力的に活動致しま 

した。1 月に倭文神社さんで行った「フンティ祈祷」、そして「ゆりはまハッピー・ 

フンティ」の販売を皮切りに、4 月「羽衣石城清掃」＆「天女の歌姫歌唱」 

6 月イベント「フンティ、ちゃ、茶、チャ！」開催  

７月イベント「hacto サマー・ライブ」開催 

9 月イベント「谷ミツコ CD デビュー記念ミニ・コンサート」開催 

10 月イベント「第 5 回世界羽衣天女伝説サミット」開催 

11 月フンティをズボンの上にはいての「東郷湖清掃」、イベント「地産 

地唱 歌リンピック in 砂丘」開催  

そして、なんと！石破茂様をスペシャル・ゲスト審査員としてお招きする 

ことができ、大女優 司葉子様から生電話でメッセージをいただいた 12 月 

イベント「第 7 回地産地消 紅白歌合戦」を開催してまいりました。 

こうした活動を通じて、少しでも地域の皆様に笑顔になっていただけたの 

なら嬉しいです。2022 年も Team Osei をどうか宜しくお願い致します。 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
三朝温泉 
はわい温泉 
東郷温泉   

鳥取県中部 ぐるんと観光タクシー旅 2021 

 

<運行期間> 2021年 12月 31日（金）～2022年 2月 28日（月）※予定台数に到達次第受付を中止いたします。 

◆温泉宿泊者限定！公共交通機関でお越しのお客様はもちろん、お車でお越し 

のお客様も観光タクシーに乗り換えて利用できる“鳥取県中部ぐるんと観光 

タクシー”が間もなく始まります。「次の日どこにいこう」「オススメスポット 

がわからない」「グループでスム―ズにまわりたい」「観光案内をして欲しい」 

そんな声にお応えして登場したこの観光タクシーは、料金なんと 1 台あたり 

超格安の 3,900 円なのです。（3 時間まで/超過は追加料金あり） 

一人でも格安な上、4 名で割ると 975 円？！ 

三朝温泉、はわい温泉、東郷温泉の宿泊とセットで鳥取県中部旅を満喫しちゃおう。 

 

 

  

<A コース>梨とレトロな倉吉 
三朝・はわい・東郷のお宿＝白壁土蔵群まち歩き＝鳥取二十世紀 

梨記念館＝倉吉駅  
 

<B コース>まんがとレトロな倉吉 
三朝・はわい・東郷のお宿＝白壁土蔵群まち歩き＝鳥取二十世紀 
梨記念館＝倉吉駅  
 

<C コース>まんが王国・鳥取 
三朝・はわい・東郷のお宿＝白壁土蔵群まち歩き=円形劇場 
くらよしフィギュアミュージアム＝青山剛三ふるさと館＝倉吉駅 
 
 

 

<D コース>ハワイ満喫コース 
はわい・東郷のお宿＝中国庭園燕趙園＝今滝＝伯耆国一ノ宮倭文神社

＝馬ノ山展望台/橋津古墳群＝倉吉駅 
 

<E コース>三徳山と自然美満 
三朝のお宿＝小鹿渓＝三徳山三仏寺、投入堂遥拝所神社＝ 

馬ノ山展望台/橋津古墳群＝倉吉駅 
 

■お申込み・お問合せ■ 
三朝温泉に宿泊の方→各宿泊施設又は三朝温泉観光案内所（0858）43-0431 
はわい温泉・東郷温泉にご宿泊の方→各宿泊施設又ははわい温泉・東郷温泉 

観光案内所（0858）35-4052 
 

▲D コース        ▲A・B・C コース/ 
伯耆国一ノ宮倭文神社   倉吉市白壁土蔵群 
 
        

◆鳥取県の中西部（旧伯耆国）は古来より砂鉄が採れることから「たたら文化」 

が隆盛した歴史を持っています。縁起の良い名で知られる「金持（かもち）神社」の名前は、 

「鉄（かね）」を「金」と読むことに由来すると言われ、「樂樂福（ささふく）神社」の伝来は「ささ」が砂鉄のことであり、「ふ

く」は製鉄炉への送風の意味であると伝えられています。開運八社の各神社も「福」の字を冠した神社が多く、古来よりたたら

製鉄がおこなわれていた名残であるとも言われています。このたたら文化を今に伝える縁起の良い名前の神社八社に、今年の

干支である「寅」に因んだ「賀露神社」とあわせて寅年 開運八社巡りをお楽しみください。 

 

樂 
■賀露神社■ 
賀露神社は、歴史情緒あふれる港町と美しい日本海が一望できる丘陵上に
鎮座する神社で、大山祇命（オオヤマツミノミコト）、吉備真備命（キビノマキビノ

ミコト）、猿田彦命（サルタヒコノミコト）、木花咲耶姫命（コノハナノサクヤヒメノミコ

ト）、武甕槌命（タケミカヅチノミコト）の五柱の神をお祀りしています。全国で
も珍しいトラの狛犬は 1992 年（大正 11 年）地元住民が奉納したもので、
当時海運業を営み、加藤清正のトラ退治でも有名な朝鮮とも取引があった
ためだといわれています。 

  
寅年の所縁神社 賀露（かろ）神社 文芸上達 
<鎮座地>鳥取市賀露来 1-21-8 
★富増（とみます）神社 富貴が増す 
<鎮座地>米子市富益町 936 
★樂樂福（ささふく）神社 新しい生活と幸福を招く 
<鎮座地>日野郡日南町宮内 1101 
★福榮（ふくさかえ）神社 幸運を呼び込み、繁栄を招く 
<鎮座地>日野郡日南町神福 1247 福 
★福成（ふくなり）神社 福に成る、成功祈願 
<鎮座地>日野郡日南町神戸上 2317 
★金持（かもち）神社 金運上昇 
<鎮座地>日野郡日野町金持 74 
★豊樂（とよさか）神社 豊かさと繁栄を招く 
<鎮座地>東伯郡琴浦町勝田 245 
★福積（ふくづみ）神社 福が積み重なる 
<鎮座地>倉吉市福積 719 
★福富（ふくどみ）神社 幸運と富貴を招く 
<鎮座地>倉吉市福富 326 

 

 

 

         福紗（赤･紫）１枚 800 円        開運手ぬぐい １枚 500 円 
福を包もう           オリジナル御朱印を集めよう 

 
  

 

開運手ぬぐい/招運福紗取扱所《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(0858)35-4052  

●JR 倉吉駅内観光案内所(0858)24-5370        ●琴浦町観光協会（道の駅琴の浦 道路・観光情報棟内）(0858)55-7811 

●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/ 

 

■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■ 
➀手水で清め、二礼二拍手一礼 
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。 

 

鳥取県 因幡伯耆國 開運八社巡り 
 

令和4年 
 寅年 
 

 

寅年  
所縁神社 

 

間もなく 

運行 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

湯梨浜町PR大使 谷本耕治 
★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 

 

 

  

 

We Love山陰キャンペーン       期間延長 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
<鳥取県民の方> 
★鳥取県内、島根県内の日帰り温泉、観光施設、体験型観光メ
ニューが半額になります。（上限 3,000 円） 
★鳥取県内、島根県内の日帰り旅行（旅行会社実施）、宿泊料金
が半額になります。（上限 5,000 円） 
お客様が直接利用する日帰り旅行は対象外（例/法事・忘年会・同窓会など） 

★さ・ら・に鳥取県内の宿泊・日帰り旅行で、県内みやげ店や
飲食店で利用可能な鳥取県プレミアムクーポンを配布します。 
割引前の金額 5,000 円～9,999 円までで 1,000 円券を１枚配
布、10,000 円以上で 1,000 円券を２枚配布。 
配布期間/令和 4 年 1 月 31 日（月） 
利用期間/令和 4 年 3 月 10 日（木）まで 
詳しくは鳥取県 HP をご覧ください 
https://www.pref.tottori.lg.jp/294744.htm 

 

   ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
<島根県民の方> 
★鳥取県内、島根県内の日帰り温泉、観光施設、体験型観光
メニューが半額になります。（上限 3,000 円） 
★鳥取県内、島根県内の宿泊料金が半額になります。 
（上限 5,000 円） 
★さ・ら・に 12 月 15 日から鳥取県内の宿泊・日帰り旅行
で、鳥取県内みやげ店や飲食店で利用可能な鳥取県プレミア
ムクーポンを配布します。 
割引前の金額 5,000 円～9,999 円までで 1,000 円券を１枚
配布、10,000 円以上で 1,000 円券を２枚配布。 
ワクチン・検査パッケージの提示いただいた方が対象です。 
配布期間/令和 4 年 1 月 31 日（月） 
利用期間/令和 4 年 3 月 10 日（木）まで 
詳しくは島根県の HP でご確認ください。 
https://www.pref.shimane.lg.jp/tourism/tourist/kankou/gaiy

o/welovesanin.html 

 

 

 

 

 

 

<中国庭園燕趙園>お正月の特別企画がもりだくさん 

★1/1 中国獅子舞公演（10:00～/14:00～） 

★1/2 逢鷲太鼓（10:00～/14:00～） 

★1/3 麒麟獅子舞公演（10:00～/14:00～） 

3 日間は燕趙園からのお年玉企画 

入園チケット１枚につき１回おみくじを 

引くことが出来ます。その場で豪華商品が当たるかも！  

1 日 3 回（9:30/13:30/15:00）開催される雑技ショーも必見

です。TEL（0858）32－2180 

<道の駅燕趙園>お正月のふるまい＆ガラポン抽選会 

★1/1 10:30～水餃子入り中華スープふるまい 

★1/2 10:30～手作りぜんざいふるまい 

★1/1・1/2・1/3 正月遊びコーナー（コマ・けん玉・羽根つき） 

3 日間はお買い上げ 1,000 円以上で 1 回ガラポン抽選に参加

できます。お楽しみ福袋も販売します♪  

TEL（0858）32－2184 

<中国雑貨とスイーツのお店 老龍頭> 

ワクワクする中国雑貨が詰まったお楽しみ 

福袋を販売します。どうぞお立ち寄りください。 

TEL（0858）32-2677 

注 GoTo トラベル事業が再開された場合、We love 山陰キャンペーン

は終了します。GoTo トラベル事業との併用はできません。 

 

好評につき We Love 山陰キャンペーンの実施期間 

令和 4年 1月 31日（月）まで延長決定！！ 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
<広島県民の方>「スペシャル・ウェルカニキャンペーン」 
★鳥取県内の宿泊料金が半額になります。（上限 5,000 円） 
★鳥取県内・広島県内の旅行会社が実施する鳥取県内宿泊・日帰旅行代金が半額になります（上限 5,000 円） 
★さ・ら・に鳥取県内の宿泊・日帰り旅行で、県内みやげ店や飲食店で利用可能な鳥取県プレミアムクーポンを配布します。 
割引前の金額 5,000 円～9,999 円までで 1,000 円券を１枚配布、10,000 円以上で 1,000 円券を２枚配布。 
配布期間/令和 4 年 1 月 31 日（月）  利用期間/令和 4 年 3 月 10 日（木）まで 
詳しくは鳥取県 HP をご覧ください https://www.pref.tottori.lg.jp/301557.htm 
 

燕趙園のお正月 

 

 

サイクリングガイド養成講座 スタート 

◆自転車を活用した観光振興として注目されている 

「サイクルツーリズム」。 

鳥取県内を東西に横断する「鳥取うみなみロード」 

の整備も令和 2 年 3 月に完了し、サイクリスト支援体制 

「ダイジョウブシステム」も整いつつあります。 

それに伴い、自転車を活用して地域の魅力ある観光資源を

案内する「サイクリングガイド」の養成講座が始まりまし

た。 

この講座では、ガイドに必要な知識・技能を学ぶと共にサ

イクルツーリズムや鳥取県が指定を目指しているナショナ

ルサイクルルートの情報など、サイクリングガイドをする 

上で知っておくべき情報について座 

学と実技を通して学ぶことができま 

す。講座は 3 回の座学と 2 回の実技 

で、講師は北海道ニセコ地区で外国 

人観光客向けのサイクリングツアー 

ガイド事業を手掛け、サイクルツ

ーリズムのプロデューサーとして活躍される高橋幸博氏。

現在、県内各市町でもサイクルツーリズムの取り組みが活

発になっており、湯梨浜町からは はわい温泉・東郷温泉旅

館組合事務局長和湯武士氏と、組合員で普段からトレーニ

ングや自転車を欠かさないサイクリスト歴 30 年のベテラ

ン 隅敏一氏が参加しました。 

「来年、観光案内所にも電動アシストとスポーツタイプの

自転車を導入予定なので、宿泊と絡めた魅力ある町内のコ

ースを作りたい！まずは東郷湖 

一周かな」と意気込みを語って 

くれました。 

今後も、他の市町村とも広域連 

携を図りながら、地域の特性を 

活かしたコースづくりやそれに 

伴う広報にも力を入れたいと 

思います。  
▲左和湯武士氏 右隅敏一氏 

 

 ▲初日～3 回までは座学 

 

https://ameblo.jp/koji-tanimoto/
https://www.pref.tottori.lg.jp/294744.htm
https://www.pref.shimane.lg.jp/tourism/tourist/kankou/gaiyo/welovesanin.html
https://www.pref.shimane.lg.jp/tourism/tourist/kankou/gaiyo/welovesanin.html
https://www.pref.tottori.lg.jp/301557.htm

