
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

温泉むすめプロジェクト★鳥取県湯梨浜町♨はわい温泉に新ｷｬﾗｸﾀｰ 

 

はわい浮乃 
◆温泉むすめプロジェクトとは、東日本大震災をきっかけに 

アニメーション会社の株式会社エンバウンドが立ち上げた 

もので、アニメや漫画、キャラクターや声優などの IP 

（Intellectual Property）を通じて、日本全国の温泉地や 

地方都市の魅力を国内外に発信するために作られた 

「地域活性化プロジェクト」です。 

全国の各温泉地をモチーフとした想像上の二次元キャラクター 

（人ではなく架空の神様）を制作し、コミックやノベル、 

ゲームやアニメーションなど多面的なメディア展開を実施 

しており、旅離れと言われている若年層やクールジャパン 

コンテンツを好む外国人観光客に向けても、温泉地や地域の 

魅力を伝えていくというものです。 

そのプロジェクトにより、この度「はわい温泉」を 

モチーフにして制作された温泉むすめ「はわい浮乃」 

ちゃんが本格始動することになり、4 月 15 日（金） 

はわい温泉 望湖楼小ホールにて、「はわい浮乃」ちゃんの 

お披露目会が行われました。 

この日を待ちわびた温泉むすめファンの皆さまや、報道関係者の 

皆さまが見守る中、主催者であるはわい温泉・東郷温泉旅館組合 

中島伸之組合長あいさつでスタート。 

皆生温泉のキャラクター「皆生なぎさ」ちゃん、三朝温泉のキャラ 

クター「三朝歌蓮」ちゃん、岡山県から奥津温泉のキャラクター 

「奥津かがみ」ちゃん、湯原温泉のキャラクター「湯原砂和」 

ちゃんも応援にかけつけていただき、温泉むすめの生みの親でも 

ある（株）エンバウンドのアシスタントデレクターにもご挨拶を 

いただきました。純白のセレモニークロスに覆われたはわい浮乃 

ちゃん。 

司会者の 5 秒前からのカウン 

トダウンが始まると、来場者 

はその記念すべき瞬間を 

カメラやスマホに収めようと 

スタンバイ。 

「オープン！」の合図でセレモニークロスが取り払われ、はわい浮乃ちゃんがこの地に 

誕生しました。除幕の後は、浮乃ちゃんの缶バッジやキーホルダー、町の天女キャラクタ 

ーゆりりんのマスコットキーホルダーが当たる抽選会も行われました。 

今後は、このキャラクターを活用した声優さんなどによるイベントも開催することで、 

このエリアを観光名所化し、来訪促進に繋げていきます。 

浮乃ちゃんのオリジナル缶バッジ/一個 300 円、オリジナルキーホルダ 

ー/1 個 800 円は、はわい温泉・東郷温泉観光 

案内所にて販売中。 

書下ろし SD キーホルダー水郷バージョン 

/1 個 700 円は、はわい温泉旅館水郷にて 

販売中です。水郷では、温泉むすめファン 

にはたまらない浮乃ちゃんの宿泊プランが 

あるとか。ぜひお問合せください。 

（水郷/0858-35-3521） 

そして、はわい温泉鹿鳴館もコラボ決定！ 

書下ろし SD キーホルダー鹿鳴館バージョン 

もお楽しみに。 

 

 

 

 

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 

 

2022 年 4 月 25 日発行 

 

 

 

はわい浮乃 DATA 

部活動/キックボクシング部 

誕生日/７月４日 

星座/かに座 

血液型/AB型 

身長/１５５ｃｍ 

趣味/東郷湖ウォーキング、ドライブ、人間観察 

特技/推理、語学（トライリンガル） 

好きなもの/ロコモコ、二十世紀梨、 

牛骨ラーメン 

苦手なもの/自己管理、NO と言うこと 

 

 

温泉むすめ「はわい浮乃」誕生 

むすめたちの身に起きた事件を 
鮮やかに解決する探偵むすめ。 

東郷湖を一望する足湯に浸かりながら
依頼人の話を聞き、 

その場で真相を見出してしまう 
“安楽椅子探偵”である。 
他人のことに興味津々。 

彼女と話すと 
全てを見通されるように感じるため 

最初はとっつきにくいが、 
いざ相談すると  
とても優しく親身に 
なってくれる。 

  
▲キーホルダーや缶バッジが当たる抽選会 

 
 

<温泉むすめに関するお問合せ> 
はわい温泉・東郷温泉旅館組合（0858）35-4052 

▲浮乃ちゃんの紹介をする旅館水郷の岸田さん 
 

 ▲観光案内所に設置
された祭壇 

 
 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ◆「今度 久しぶりにとっとり王国に行こう 思うとるけど、どんなかな？」 

４月上旬、広島市在住の友達が 新幹線も特急も乗り放題で移動できる“中国エリア 

どこでもきっぷ“を使って 6 年ぶりの鳥取旅行を計画してくれました。 

案内役として精一杯のおもてなしをするのは当然のことながら、1 泊 2 日の 

行程の中に、たっての希望で組み込まれているのは旅行のメイン？！と 

言っても過言ではない「郵便局」(*’ω’*) 

えっ？郵便局でお金を引き出すの？いいえ、彼女の目的はそれぞれの郵便局で 

行う「旅行貯金」なのです。 

「旅行貯金」とは、「郵貯ラリー」「記念貯金」とも呼ばれ、郵便局の窓口で 

貯金をして（1 円～）局名印を集めていくというもので、始まりについては 

諸説あるようですが、切手収集家の局めぐりや鉄道ファンが旅の記念に 

最寄りの郵便局で少額を貯金したのが始まりだといわれています。 

そして、旅行貯金の楽しさはこの「局名ゴム印」にあるのでした。 

文字だけのゴム印もありますが、局名以外に観光フレーズや風景、名産品、 

特産品などがイラストになった俗にいう“宝印”もあり、旅の嬉しい記念に 

なるのです。 

中には大きく描かれたイラストが数段にまたがるものもあり、そんな時は少額を(‘◇’)ゞ必要段数 貯金するそうです。 

旅行貯金のスタンプ帳は自分の通帳。しかも立ち寄る度に必ず貯金ができる究極のスタンプラリーというわけです。 

倉吉駅改札口で再会を喜び、お寿司で鳥取の海の幸を満喫すると、「まずは、はわい長瀬郵便局に行ってくれんかなー。地図で 

調べたんじゃけど、近いじゃろ？」と小林さん。 

はわい長瀬郵便局といえば、湯梨浜町役場のすぐ隣にあり、私も毎月ゆりはまにあの郵送でお世話になっている馴染みの郵便局 

です。「こんにちは！」といつもの挨拶のあと、局員さんに友達を紹介しました。 

全国の郵便局 23,764 局のうち、24 年間で 1 都 2 府 32 県 447 局旅行貯金をしている小林さんは慣れた様子で「ハンコ押してくだ

さい」と窓口へ。 

気さくに対応してくださる局員さんと話が盛り上がり、ゴム印や 

風景印に関係するいろいろな情報を知り得ることができました。 

やはり、聞いてみるものです。 

「このパンフレット、ご存じですか？」と、局員さんから三つ折り 

のパンフレットをいただきました。正面には「行こうや 郵便局！！」 

の文字。中面には手書きの地図と郵便局の場所、ちょっとした観光 

案内が記されており、東伯郡エリアの全郵便局の情報とゴム印＆ 

風景印の紹介もされていま 

した。「これ、いい！ 

今まで何カ所も回ったけど、 

いろいろ教えてもろうて  

パンフレットくれたんは 

ここが初めてよー、 

それに、鳥取弁がええね」 

                           歴史、文化、自然、食、 

温泉と旅の楽しみはいろいろありますが、地域の方との会話も旅の良い思い出となる 

ものです。倉吉市エリアのパンフレットも見てみましたが、共通しているのは局名印の 

最後に描かれた山、これはきっと「大山」でしょう♪ 最初にはそれぞれオリジナルのイラストが描かれていました。 

★はわい長瀬郵便局は日本のハワイらしい「ハイビスカス         」★はわい郵便局もハワイをモチーフにした「ヤシの木      」 

★泊郵便局はグラウンド・ゴルフ発祥地を表す「ゴールポストとクラブ、よく見るとボールが 2 つ       」((´∀｀)) 

★松崎郵便局は町の特産である「二十世紀梨 」が描かれていました。なんと！可愛いし、おもしろいではありませんか。感動も 

束の間、コナン好きの小林さん、コナンの風景印があると知り見逃すわけ 

にはいきません。北栄町の 4 カ所を大急ぎで回り、15 時 50 分ギリギリ 

セーフで三朝温泉郵便局へ到着しました。 

金額については 100 円、1,000 円、１円からの積み上げなど人それぞれ 

に設定できるので、数字が並ぶ壮観さを楽しむこともできます。 

旅の思い出がぎっしり詰まった通帳は生涯の宝物。局名印を見ただけで 

その日の思い出が懐かしく蘇るのだそうです。 

同行した私。一人では行かない場所も、県外の友人を案内し、言葉に出 

して紹介すること、一緒に体験することで 普段からよく知る場所や施設 

で人との繋がりに感謝し、自分自身が温かいおもてなしを受け、県中部 

の魅力を再発見する旅となりました。「まさか明日もずっと郵便局巡り?!」 

「明日は土曜日じゃけ、窓口休みじゃけん、行かんでええよ」 

…ちょっとホッとした私(〃艸〃)  

全国の郵便局を巡る 平日 9 時～16 時限定、新たな趣味として 

「旅行貯金」を始めてみませんか♪ 

 

 

 

 

巡って貯まる！究極のスタンプラリー？ 

 

 
▲今ではレアな縦型通帳「ぱるる」に押されたお宝印 

鳥取王国 

満喫中の 
小林さん 

 同行ルポ 

 

   

郵便局へ行こう！ 

▲温かみのある手作りのパンフレット 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆東郷湖に面した水景色の中で、自分だけの指定席を演出してくれる snow peak 

製モバイルハウス「住箱」でのひと時。 

四季折々の自然を満喫できる宿泊スタイルが人気の「湖屋」に、2022 年 4 月 

9 日（土）テイクアウト専用のフレンチテイスト「湖屋カリー店」がオープン 

しました。ゆっくりと時間をかけて煮出したフォンドヴォーと鳥取県産の野菜の 

旨みがとけ込んだブイヨン、甘みをしっかりと引き出したあめ色玉ねぎがベース 

のカレーで、琥珀色のルーの中には存在感のあるトロトロの鳥取和牛（あかまる 

牛肉店謹製）がゴロンと横たわり、そのまま味わうのも良し、共添えのオリジ 

ナルスパイスを振りかければ、「味変！」ワンランク上の大人の味わいを楽しむ 

ことができます。 

作っているのは、東京の名店シェフのアシスタントとして勤務されていた金﨑 

悟一さん。フレンチシェフ考案のカレーレシピと共に湯梨浜町へ移住し、湯梨浜 

町産、鳥取県産にこだわってシェフと共にレシピを改良。試行錯誤を繰り返し、 

ようやく整ったという ちょっと贅沢なビーフカリーなのです。 

              とは言っても、普段から料理を作っていたわけではなく 

“カリー作り”は新たな挑戦。 

地元の皆さんの温かさに触れ、日々奮闘中 

            なのだとか(*’ω’*) 

            “うれしい日のカレーはフレンチ” 

そうでなくても 食べれば自然と 

嬉しくなってしまう、そんなカリーです。 

 

           

           

  

 

 

 

 

 

 

 
湖屋ビーフカリー 

営 11:00～18:00（売り切れ次第終了）休木曜日 
一食 1,000 円  

 

▲湖屋の玄関にあるモバイルハウスはテイクアウト

専用。移動可能なので今後はイベント出店も 
行う予定です♪ 

▶趣味は DIY♪作ることが大好きな 金﨑悟一さん 

 自慢の逸品を 

ぜひどうぞ♪ 

 

お米は、県内産の 

きぬむすめを使用。 
色鮮やかな 2 色の 
パプリカのピクルス 

が食欲をそそります。 

トロトロのお肉＆旨味と 
コクを贅沢に配合。 

スパイシーで深みの 

ある味わいです。 
 
 

大好評のオリジナル 
カレー専用スパイス。  

食感も楽しい！ 

 

 

 

 

 

 
「結成 4 周年記念 ゲリラ・ランチ会」要予約 
<日時> 令和４年 5 月 10 日（火）12：00 スタート 

<料金> お一人様 1,210 円（税込）※ドリンク別 

<会場> 国民宿舎水明荘 3 階 鶴湖 

＊＊＊＊＊タイムスケジュール＊＊＊＊＊ 

 11:40 受付 

 12:00 主催者挨拶 代表/お晴 

 12:05 食事 

 12:35 ビデオ上映 TEAMOSEI の活動 

 12:50 歌のコーナー/谷ミツコ・高垣ひろ美・柳井沙羅 

  13:30 踊りのコーナー/新ほほえみ組「ハワイ音頭」 

 13:40 プレゼント抽選会 

 13:55 お開き 

 

  

TEAM OSEI PRESENTS ☆イベント情報☆ 
「フンティ、ちゃ、茶、チャ‼Ⅱ」要予約 
<日時> 令和４年６月５日（日）13：30 スタート 

<料金> お一人様 3,500 円（税込） 

<会場> 国民宿舎水明荘 ２階 白鳥の間 

＊＊＊＊＊タイムスケジュール＊＊＊＊＊ 

 13:00 受付 

 13:30 「第１の矢（はく）」開演挨拶 代表/お晴 

 13:33 おもろい講義「フンティって、何だいや」 

 13:40 語り＆寸劇「珍・湯梨浜羽衣天女伝説」 

 14:00 爆笑！フンティ・ファッションショー 

  14:15 休憩 

 14:20 「第２の矢（飲む）」アフター❤フンティ フンお茶、和菓子 

 14:50 「第３の矢（聴く・歌う）柳井沙羅シャンソンショー他 

 15:30 プレゼント抽選会 15:40 お開き 

 

  

<ご予約・お問合せ>TEAM OSEI（担当/佐古） 
090-2017-9046 

 

皆さま、お待ちしております      

                  お晴 

野花梅渓散策プラン 終了 
ありがとう 
ございました 

 

◆平成 20 年 3 月から続いている湯梨浜町観光協会の着地型観光プラン「野花梅渓    

散策プラン」は 3 月 27 日（月・祝）をもちまして令和 3 年度の企画を終了いたし                                          

ました。 

今年は寒さの影響で開花が遅れ、3 月 5 日（土）のプラン 

開始時も蕾の状態が続き 14 日頃ようやく開花、20 日前後  

に満開を迎えました。 

毎年楽しみにしてくださる野花梅ファンの皆さまより多くのお問合せやお声を 

いただき、誠に感謝申し上げます。 

大粒で肉厚な野花梅は 6 月が収穫時期で、湯梨浜町商工会を主導として青梅や 

完熟梅を使用した特産品開発に取り組んでいます。 

    今後も、野花梅ブランドとして花も実も楽しんでいただけるよう広く PR して 

いきます。ありがとうございました。 

 

花も実もある「野花梅（のきょううめ）」は魅力がいっぱい♪ 

 
▲6 月には青梅の収穫  ▲６/20 頃には完熟梅 

▲３月 19 日 野花梅の花 

 

テイク 
アウト 
専門 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★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  

  

 

 

 

 

レストラン営業始めます 

湖泉閣 養生館 

 

◆明治 17 年創業の老舗旅館 東郷温泉にある湖泉閣養生館

が日曜日＆月曜日限定で、レストラン営業を開始しました。 

季節の食材を使用した色鮮やかなミニ会席や鳥取和牛のス

テーキ、そして何と！旅館の昼食で東郷湖産のうなぎが食べ

られます٩(ˊᗜˋ*) و 

「東郷湖産うな重」以外は予約なしでも OK。 

ご家族で、ご友人と、グループなど様々なシーンでご利用く

ださい。食事会場の二階大広場以外（部屋食/有料）をご希望

の方は予めご連絡をいただきますようお願いします。 

  ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

 

 お一人様からOK 
東郷湖産のうなぎが 

食べられる店  

<お料理 menu> 
（春の花かご膳） 
つぼみ  1,980 円 
桜    2,420 円 
満開   3,080 円 

 

（うな重） 
東郷湖産うな重(要予約) 6,600 円 
うな重         4,180 円 
ひつまぶし       2,750 円 
 （お  肉） 

鳥取和牛ステーキ 4,180 円 
（130g・サラダ・汁・ライス・デザート） 

 
★お食事をご利用のお客様は入浴料 200 円引♪ 
(We Love 山陰、トリパスとの併用不可) 
<問合せ・予約> 
湖泉閣 養生館(0858)32-0111 https://yozyokan.jp/ 
 

  

 

 

レストラン吉華 春メニュー  
 

 

◆牛骨ラーメンで人気のレストラン吉華に、期間限定の春

メニューが登場しました。その名も「牛骨塩桜ラーメン」！ 

古くから万葉集や古今和歌集にも詠まれ、愛されてきた桜

を塩漬けにしたものがトッピ

ングされ、テーブルに運ばれ

てきた瞬間、自然と気持ちが 

             華やいできます。 

             お菓子に使用されることが多

い塩漬けの桜（葉）ですが、独

特の香り、塩味が良いアクセ

ントとなり牛骨ラーメンにも

合うから驚きです。 

             スープの中で花開く桜は、イ 

ンスタ映えまちがいナシ♪ 

そして桜企画第二弾「牛骨夜桜」 

も登場しました。 

牛骨ブラックベースにもやし 

ネギを「山」、トロットロの 

味玉を「月」に見立て、 

かえし醤油に桜の香りを付けて 

仕上げたちょっとロマンチックな 

ラーメンです。定番だけでなく、 

季節のアレンジや遊び心満載のオリジナル牛骨ラーメンも    

目が離せません。桜シリーズは 4 月末まで 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲牛骨塩桜ラーメン 800 円 

 

 
▲牛骨夜桜ラーメン 800 円 

 

 

<レストラン吉華>湯梨浜町引地 560-3（0858）32-2633 
営ランチ 12:00～15:00 夜は要予約 休不定休 
https://www.facebook.com/Kikka100782311571417 
 

 

 

ちびっ子デー スペシャルガチャ 

 

 

ゆアシス東郷龍鳳閣×ハワイゆ～たうん合同企画 

5/3(火・祝) 5/4（水・祝） 5/5（木・祝） 

◆「GW は温泉に行こう♪」5 月の 3 日間、東郷温泉「ゆア 

シス東郷龍鳳閣」or はわい温泉「ハワイゆ～たうん」の入浴

利用でみんな大好き“”駄菓子セット“が当たるガチャが引け

るイベントを開催します。何が出るかはお楽しみ。 

お子様が嬉しいと保護者も嬉しい♪お待ちしております。 

<ゆアシス東郷龍鳳閣> 

湯梨浜町引地 560-7（0858）32-2622 

<ハワイゆ～たうん> 

湯梨浜町上浅津 204-2（0858）35-4919 

 

 

◆春の陽気に誘われて、東郷湖畔に面した Café ippo の 

テラス席も賑わってきました。 

ウォーキングの後に、モーニングピラティスの後に期間限定   

季節の食材を使用したランチはいかがですか。 

この時期に食べたい「筍と菜 

の花のオイルパスタ」は、 

筍と菜の花をはじかみと共に 

オイルソテーし、素材の味を 

引き出した春らしい一品です。 

柔らかくてサクサク食感の 

筍と、ほろ苦い旨味がたまら 

ない菜の花、ピリッとした 

はじかみが良いアクセントに 

なっています。 

Café ippo で人気の「ガレッ  

ト」にも新メニューが登場 

しました。 

見ただけで元気になりそうな 

色とりどりのフレッシュ野菜 

にたっぷりの釜揚げしらすを 

乗せた「しらすガレット」は、 

そば粉を使用した生地と見事にマッチ！ 

フランス＆和 のコラボレーションをお楽しみください。 

こちらの 2 品は 5 月末までの春限定メニューです。 

   ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

●毎週土曜日/モーニングピラティス開催中● 

9 時～（50 分）、定員 5 名、お一人様 2,000 円 

※別途カフェメニューをご注文ください。 

<お問合せ> 

Café ippo  湯梨浜町南谷 573（0858）35-6161 

営 10:00～17:00 休月曜日 

 

 

Café ippo の新メニュー 
 

 

  

▲筍と菜の花のオイルパスタ 

サラダもセットで 1,078 円 

▲しらすガレット  

スープとセットで 1,078 円 

https://ameblo.jp/koji-tanimoto/
https://yozyokan.jp/
https://www.facebook.com/Kikka100782311571417

