
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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７月２５日発行  

ハワイ海水浴場 OPEN▶ 7/15（金）～8/19（金）  

 

YURIHAMA BEACH RESORT 

 

 

 

 

 

◆梅雨が明けて夏本番！ 

2022 年、鳥取県内では８ヵ所の海水浴場が営業を開始しました。 

それぞれの地域の魅力を活かした海水浴場（海の家）を展開しており、湯梨浜町で 

開設された「ハワイ海水浴場」は、白い砂浜、青い海、シュロの街路樹が 

hawaii を思わせ、海岸近くにそびえる湯梨浜のダイヤモンドヘッド？( *´艸｀) 

「馬ノ山」を望む日本のハワイビーチです♪ 

開放的な海の家では休憩はもちろん、焼きそば・ラーメン・かき氷などの定番フード 

メニューも楽しめます。重い荷物は抜きにして、ハワイビーチで夏を満喫しませんか。 

昨年に引き続き鳥取県の新型コロナウィルス対策ガイドラインに沿って、安心・安全・ 

快適に過ごしていただけるよう運営してまいりますので、皆さまのご協力をよろしく 

お願いいたします。 

また、海に入る前には準備体操をする、保護者は子どもから目を離さない、飲酒したら泳がない、こまめな水分補給と休憩をと

る、日焼け対策など。海で安全に楽しむための注意点を確認し、実行しましょう。 

 

 

 

<中部エリア>

ハワイ海水浴場 湯梨浜町 7/15（金）～8/19（金）

<西部エリア>

皆生温泉海遊ビーチ 米子市 7/9（土）～8/28（日）

<東部エリア>

東浜海水浴場 岩美町 7/15（金）～8/14（日）

浦富海水浴場 岩美町 7/15（金）～8/21（日）

牧谷海水浴場 岩美町 7/15（金）～8/21（日）

賀露みなと海水浴場 鳥取市 7/16（土）～8/15（月）

鳥取砂丘海水浴場 鳥取市 7/16（土）～8/21（日）

小沢見海水浴場 鳥取市 7/16（土）～8/21（日）

[開設期間] 7 月 15 日（金）～8 月 19 日（金） 

[監視時間] 9:00～16:00  

[駐車料金]  1,000 円（P100 台）  

[休 憩 所] 1 棟大人 600 円/小学生 300 円  

[レンタル品] 浮き輪（大小いずれも）500 円 

パラソル 500 円、ボート 1,200 円、コンプレッサー無料 

更衣室 6 室、温水シャワー90 秒 100 円、水シャワーあり無料 

 

  

  

 

  

 
2022鳥取県 海水浴場開設情報 

 

はわい温泉・東郷温泉へ宿泊のお客様必見！ 宿泊すると「ハワイ海水浴場駐車場無料券」がもらえるのだ！ 

◆7 月 15 日（金）～8 月 18 日（木）の期間中、はわい温泉・東郷温泉にご宿泊のお客様を

対象に、ハワイ海水浴場駐車場無料券を発行します。（無料券 1 枚につき、お車１台分利用可） 

ご宿泊＆海水浴で夏の楽しい思い出作りにご利用ください。 

チェックアウト後（宿泊の翌日）に海水浴場ご利用のお客様は、お宿から発行した無料券を

ハワイ海水浴場駐車場係へお渡しください。チェックイン前（宿泊日）に海水浴場をご利用

のお客様は、お手数ですが一度お宿にお立ち寄りいただき、無料券をお受け取りになってか

らご利用ください。無料券の有効期限は 8 月 19 日（金）です。 

＜はわい温泉＞望湖楼・千年亭・ゆの宿彩香・水郷・別館湯乃島・湖屋・東郷館・民宿鯉の湯・

ビジネスホテル山本・鹿鳴館＜東郷温泉＞国民宿舎水明荘・養生館   

駐車券の問合せ/はわい温泉・東郷温泉旅館組合 0858-35-4052   

 

 

 

 オ・ト・ク 

 

雨でも水着で遊ぼう！ 

気分は海水浴！水着も準備したのに雨 ( ﾉД`) 
そんな時は「ゆアシス東郷龍鳳閣」がありますよ♪ 
東郷温泉から湧き出る温泉を使った遊び感覚満載の 
温泉保養施設です。水着専用エリアには全長 27m の 
ドラゴンスライダーやプール、東郷湖を一望できる 
露天風呂やサウナなど多彩な浴槽かあり大人も子ども 
も大満足です。水着なしの中国風呂もあります。 
 

 

ゆアシス東郷龍鳳閣 

  

 

＜ゆアシス東郷龍鳳閣> 
湯梨浜町引地 560－7 
（0858）32－2622 
営 10:00～21:30 
(水着エリア 21:00 まで) 
休第 4 火曜 (春・夏・冬休み GW 無休) 

★レンタル水着・レンタルタオルあり 

 

 

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


◆「スッキリと爽やかな味わいがクセになる」「芳醇な香りがたまらない」と、昨年湯梨浜町野花 

で栽培される野花梅を副原料に使用した野花梅のクラフトビールが 倉吉ビール株式会社（福井

恒美代表/倉吉市東仲町）で醸造され、大きな話題となりました。 

今年も飲めます(*´з`) 6 月中旬、福井恒美代表は梅畑で完熟梅を収穫。さらに数日間追熟し、甘みと香りを最大限に引き出

したところで仕込みを開始されました。醸造に約 1 ヵ月、7 月末頃に状態を確認し、順調にいけば 8 月上旬に販売予定と 

なっています。リニューアルしたラベルと共にフレッシュな野花梅クラフトビールをどうぞお楽しみ 

ください。最新情報は BREW LAB KURAYOSHI の HP から Instagram 等をチェック！ 
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6月 ぷっくりと丸い野花の宝石？！ 野花梅収穫へ 

 

 
◆2022 年３月、寒さの影響で例年よりも遅い開花となった野花梅でしたが、例年通りの６月 

初旬、野花梅の収穫が始まりました。 

6 月 5 日、今年も湯梨浜町野花の山田さんの梅畑へ(^_-)-☆花の時期には無かった青々とした 

葉が茂り、その切れ間にはぷっくりと丸い青梅がぎっしりと付いていました。 

畑に近づくとラジオの公開放送をしているかのような賑やかな音が聞こえ、山田さんが収穫 

作業中であることが確証されました(ᵔᗜᵔ*) 広い畑でも楽しく作業ができるようにと特注の 

スピーカーに繋いでいるので、どこに居てもラジオをきくことができるようです。 

            お気に入りの曲が流れると自然と収穫もスムーズになるとか♪ 

            山田さんに今年の梅の様子を伺いながら収穫開始。 

「とりあえず 2 ㎏くらい収穫体験をさせてもらえないでしょうか」 

「はいはい、ええですよー」と山田さん。小さな梅は樹に残しておけば大きくなりますので、大きい 

ものだけを選んで採ることにしました。 

どこを見ても梅、梅、梅。もぎ取る時の弾けるような軽快な音がたまりません(‘’ω’’) 

 夢中で作業していくうちに、手持ちの袋がだんだんと重くなり 持てなくなりました。袋の中をのぞくと 

明らかに 2 ㎏ではない大玉がゴロゴロ(o>艸<)。恐る恐る山田さんに申告。 

「あれぇ、が～いなのがあっただなぁ！美味しく食べてくださいよー」と、 

収穫分を快く分けていただきました。（ラッキー♪） 

早速自宅へ持ち帰り、竹串で丁寧にヘタを取り、綺麗に洗って乾かし、 

「梅ビネガー」2 種と「梅シロップ」を作りました。 

20 日頃からは完熟梅の収穫期。しかし、完熟梅はかなりデリケートで 

梅雨の長雨に合うとひび割れたり腐ったりするため収穫の 

タイミングには注意が必要です。 

「完熟梅はいつ採ると言えない」と言われており、6 月 19 日イチかバチか畑へ行って 

みることにしました。あれ、大音量のラジオが聞こえませんヾ(;´Д`○)ﾉ 

「ない！」木にも梅がありませんヾ(;´Д`○)ﾉ 慌てて連絡をしてみますと「梨も忙しい 

け、もう採っちゃっただが。伊藤さんの分はちゃんと取っといてあるよ」 

ホッと一安心。安心すると少し余裕が出て色々なものが見えてきました。葉かげに隠れ、 

少し色づいた採り残し完熟梅が一つ。こんなところにも 

一つ。「確かに大きい」そしてどこからともなく甘い 

香りも漂ってきました。 

                 青梅とはまた違った味わいのある完熟梅も 

                 ぜひ味わってみたい♪ということで、 

インターネットで色々なレシピをチェック。 

追熟を終え黄色く色付いた完熟梅を「梅シロップ」と「梅干し」に加工しました。 

さあ、上手くできるかな。 

観光案内所のディスプレイ用として完熟梅を置いていたところ、「これはすもも 

ですか？」「梅？湯梨浜町には立派な梅があるんですね」など、多くのお客様に 

お声かけをいただきました。ありがとうございます。 

今年は畑によって霜などの影響を受けたところもあり昨年のような豊作ではなかったようですが、農家さんをはじめ「次こそは

良いものを作りたい」という強い信念と意欲、知識と経験がまちの特産品を生み出す力となります。 

時には自然の厳しさを目の当たりにすることもありますが、自然と深く関わりながら試行錯誤し、収穫まで大切に育てた産物を

消費者の皆さまに美味しく食べてもらえてこそ大きなやりがいとなるのです。 

これからも、町商工会や JA を中心に野花梅を活かした特産品の開発や新たな取り組み等を継続し、 湯梨浜町の恵まれた環境

の中で安心・安全な農産物が育ち、多くの消費者へと届けられるよう取り組んでまいります。 

▲6 月２日～  

野花梅（青梅） 

の収穫開始 

  

ドリンクも 

あるで！ 
 休憩しま 

しょう 

▲梨の袋掛けと重なって

大忙しの山田均さん 

 

 

▲6 月 20 日頃～  

野花梅（完熟梅） 

の収穫開始 

▲甘い香りが漂う完熟梅 

 

 

しながらブランド価値向上のため県内外で PR 活動を行っています。 

6 月 9 日（木）今年もマルイ上井店にて「野花梅を使った梅酒・梅 

シロップ作りデモンストレーション」を行いました。 
  
 

●湯梨浜町内ではコチラで販売● 
（有）松本酒店（湯梨浜町久留 55-1） 道の駅燕趙園（湯梨浜町引地 563-1） 

営 10:00～20:00 休水曜日      営 9:00～17:00  

電話（0858）35-2741        電話（0858）32-2184 

＝＝＝販路拡大中＝＝＝倉吉ビールまでお問合せください。 

BREW LAB KURAYOSHI（倉吉市東仲町 2587）https://brewlab-kurayoshi.jp/ 

 営 11:00～18:00 ※夜の予約有の場合 20:00 まで 電話（0858）27-1432 

 

 

 

 

今年も飲めます！ 
 野花梅クラフトビール/８月上旬頃～販売予定 

  
▲nokyo UME BREW 新ラベル♪ 

https://brewlab-kurayoshi.jp/


◆美しい自然や四季に恵まれた日本には、今日に至るまで各地で大切に受け継がれてきた 

伝統行事や文化が数多く存在しています。 

行事ごとは、自然に感謝し祈りを捧げ、地域や家族とのコミュ 

ニケーションを深めることのできる機会でもあり、楽しみの一つ 

でもありました。 

松崎のオオカメさん 

湯梨浜町松崎に他にはないちょっと珍しい行事が続いていると 

いう情報があり、地元の老舗畳店さんである伊藤敏雄さんに 

お話を伺いました。 

湯梨浜町松崎の東郷湖畔 県道 22 号線沿いにある松崎五区公民 

館。その入口横には「オオカメさん」の愛称で親しまれる小さな 

祠があり、火伏せの行事が行われています。 

それも 120 年以上もの間、毎日続いているというから驚きです。松崎は、かつて水陸両方の交通の要衝であり宿場町として商

業も栄えた場所としても知られていますが、「天保 15 年（1844）松崎町分田畑全図」や「明治 5 年松崎宿田畑地続字限絵図」

でも分かるように、南北に長い街並みが連なっており、火災が起こった時には大火事に見舞われることが幾度かあったようで 

す。このような経験から住民の間で“水の神をお祀りする習慣”が 

できました。 

            明治中期、この地域に疫病が流行し 病気の神様といわれる船上神 

社（赤碕）を勧請。平癒した後も毎年続けて勧請したことから 

「船上神社」と呼ばれるようになりました。 

琴浦町山川の船上神社（伊佐那美命・速玉乃男命・事解男命） 

琴浦町の船上神社は、船上山山頂から南西へ 15 分のところに 

あり、「オオカミ信仰」のある神社としても知られています。 

古き時代、それぞれの地域の祠に祀られたオオカミ（狼）の神像と、 

船上神社の本殿にお祀りされているオオカミ（狼）の神像 

とを交換する「オオカミ送り」が行われており、多少形式 

は変わりながら現在も行われています。 

（2022 年は 12 月 20 日頃予定） 

また、毎年 4 月・7 月の 23 日には例大祭が行われていましたが、 

現在は 23 日ではなく、4 月と 7 月の第二日曜日に例大祭が行われ 

ています。 

オオカメさんとは「狼」からきたのか、「龗（おかみ）」：水の神、 

雨雪をつかさどる神（別名龍神）からきたのか、「大神様」と同じ 

なのかはっきりとはわかりませんが、修験者によって広がった    

信仰と共に地域の人々の願いや感謝によって根付き、 オオカメさ 

んをより一層強いものにしているのかもしれません。 

オオカメさんの当番 

湯梨浜町松崎五区と湯梨浜町旭の一部地区の各戸に「当番札」がまわ 

ると、次の日はその家が当番となります。 

当番日の朝、炊きたてのご飯を一番最初にお供え用のお皿に盛り、祠に 

お供えして無災害と集落の繁栄をお祈りするのです。 

「これを 120 年以上も欠かさず毎日ですか？」 

「・・・1 回 2 回忘れたことがあるかなぁ ( ;∀;)そんな時は昨日の分 

も一緒にお祀りするかな。感謝しながら」と伊藤さん(* ´艸｀) 

地域の人を良く知り見守って来られたオオカメさん、きっとそこは 

大目に見てくださるに違いありません。 

最近ではご飯の代わりにお賽銭をお供えされる家もあるとのこと。 

その後、松崎に火事がないのもオオカメさんを信仰し、住民の防災意識 

の表れであると伝えられています。 

この祠は、以前は新町川の松崎橋 

たもとにありましたが昭和 45 年、 

以前の松崎五区公民館前に移され、さらに平成 12 年 現在の松崎五区公民館前に移された 

ということです。幕末から近代にかけて疫病除けの神としての「船上さん」は多く勧請 

されたようですが、時代と共に廃れてしまった船上さん、オオカメさんもあります。 

これからも地域住民が安心して暮らすための守り神として、いつまでも続け残していき 

たい松崎のオオカメさん信仰です。 

県道 22 号線松崎周辺は、風光明媚は東郷湖が広がり、四ツ手網、東郷温泉やはわい温泉 

を眺めることができる人気のビューポイント♪自然やグルメ、足湯の他、ウォーキングや 

サイクリングの立ち寄りポイント、疫病退散！コロナ撲滅！の願いを 

込めて“松崎のオオカメさん”に会いに行きませんか。 
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湖畔にたたずむコロナ撲滅の神社？！ 

松崎の船上神社「オオカメさん」とは？ 

  
▲県道 22 号線沿い 松崎五区公民館前のオオカメさん 

例祭は毎年 5 月 3 日です 

 

 

ココ 

 
▲明治 5 年松崎宿田畑地続字限絵図 （町役場所蔵） 
により作成 

3 区と 5 区の境にはこのような道路の  

屈曲があります。これは宿場町、城下町 

特有なものでここからが城下町である 

ことを示したり、城への攻撃を防ぐ役割を

果たすための工夫だといわれています。 

宿場町であった名残を楽しみながら歩く

とまた違った魅力を発見することが 

できます。 

 

 

東 

郷 

湖 
 

▲松崎五区内、道路の両端には船上神社太玉串 

 

 

▲四ツ手網/東郷湖に伝わる独特の仕掛け網でエビやコブナ

などを捕る漁法。現在は観光用に残されています。 

 

 ▲天保 15 年（1844）松崎町分田畑全図 

松崎町域を示す地図の類で最も古い 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★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  

  

 

 

カヌー＆サップ体験 

はわい温泉 湖屋 発着！ 

 

◆はわい温泉「湖屋」横の船着き場から 

東郷湖カヌー＆サップ体験をしてみませんか。 

初めてでも大丈夫！専任インストラクターが 

陸上指導後、湖上でも同行いたします。さあ、東郷湖の新たな

魅力を探しに行こう♪ 

 

時　間 料　金

小学生　　　　　　　2,500円

中学生以上（大人）　3,000円

未就学児（保護者同乗）　無料

カ　ヌ　ー

約60分

 

時　間 料　金

11歳以上の小学生　　2,500円

中学生以上（大人）　3,000円

サップ

約60分

<事前予約>090-9415-1085 

★ご希望日前日までにご予約くだ 

さい。 

★当日受付は、湖屋フロントまで 

ご連絡ください。 

（受付時間）10:00～17:00 

 

 

琴浦・北栄・湯梨浜 

グルメキャンペーンスタンプラリー 
 

◆鳥取県中部には美味しいものいっぱい♪琴浦町・北栄町・

湯梨浜町 48 の参加店舗のグルメを食べて“豪華商品”を当て

ちゃおう♪ 

 （キャンペーン期間） 
2022 年 6 月 16 日（木）～９月 15 日（木） 

 

➀QR コードを読み込んでキャンペーンサ 

イトへアクセス。 

②簡単なアンケートがあります。ご協力く 

ださい。→利用規約に同意□チェックし、        

（はじめる）をタッチ。 

（遊び方）（マップを見る）（リスト表示）（特典に応募）の 

見出しがあり、地図でグルメ店舗の住所を確認したり、位置

情報で近隣の観光施設をチェックしたりすることもできま

す。参加店舗の一覧デジタルスタンプ帳もあり、店舗をタッ

チすると店舗外観やグルメ写真、営業時間やイチオシ商品の

紹介も記載されています。 

③（スタンプを押す）をタッチするとカメラが起動、二次元

コードを読み込むとスタンプ GET♪ 

貯まったスタンプの数により、応募賞品が変わります。 

<前期賞品>6/16(木)～7/31(日) 

●●●スタンプ 10 コで応募●●● 
S 賞 選りすぐりおもてなしセット 2 名様 
（日本海の鮮魚、梅津酒造「富玲」3 本セット、 
はわい温泉東郷温泉商品券 10,000 円） 
●●●スタンプ  5 コで応募●●● 
A 賞 農家さんこだわりセット  5 名様 
（琴浦町旬の野菜＆果物、前田農園ご飯のおとも７本セット、
ハウス二十世紀梨 2 ㎏） 
●●●スタンプ  ３コで応募●●● 
B 賞 お土産ぴったりセット 10 名様 
（宝製菓の大風呂敷、砂丘ながいも 
「ねばりっこ」、湯梨浜ヒラメの元気漬丼）  
<後期賞品>8/1 (月)～9/15(木) 

●●●スタンプ 10 コで応募●●● 
S 賞 選りすぐり贅沢三昧セット 2 名様 
（鳥取和牛プレミアム焼肉、北条ワイン「リミテッド・ブレ
ンド」、ベニズワイガニ） 
●●●スタンプ  5 コで応募●●● 
A 賞 自然からの贈り物セット  5 名様 
（琴浦町旬の野菜＆果物、北栄町シャイン 
マスカット、東郷湖産シジミ） 
●●●スタンプ  ３コで応募●●● 
B 賞 とっておきの夏セット 10 名様 
（WAKUcoffee 水出し珈琲、小玉スイカ 2 個、氷温熟成舞茸
と白舞茸、舞茸炊き込みご飯の元ご飯セット） 
【琴浦・北栄・湯梨浜グルメキャンペーン実行委員会】 

https://tottori-iyashitabi.com/gourmet-stamprally/ 

 

 

 

 

レ 

 

 

食べて！泊まって！とっとり満喫プレゼント 

2022 年７月 1 日（金）～10 月 31 日（月）
https://tottori-mankitsu.com/ 
 

◆新型コロナウィルス感染拡大で多大 

な影響を受けた鳥取県内の飲食店、 

生産者、宿泊事業者を応援するプレゼ 

ントキャンペーンです。期間中、参加 

店舗で 1,000 円以上の利用で、シリアルナンバー入り応募カ

ードを進呈。QR コードを読み込んで応募すると、毎月抽選で

250 名様、期間中総勢 1,000 名様に二十世紀梨や鳥取和牛、

松葉ガニなど鳥取県の豪華特産品が当たります。 

HP をチェックしよう↓↓↓ 

 

●テイクアウト専門 湖屋カリー●営業中 

 

◆フォンドボーと野菜の旨みが溶け 

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 

特製ルーで作るちょっと贅沢なカリー 

です。琥珀色のルーの中にはトロトロ 

煮込んだ鳥取和牛がゴロン。 

共添えのオリジナルスパイスで味変 

するとまた違った美味しさに出会うことができます。 

<湖屋ビーフカリー> 木曜休 

一人前 1,000 円（税込）/カレールー1 人前 800 円（税込） 

湖屋 HP をご覧ください https://yurihama-koya.com/ 

 

 

 

 

●湖屋カフェ●営業中 

 

 

◆湯梨浜町の食材を使ったオリジナル、 
定番のトマトソース、チーズ・クリー 
ムや、はちみつを使ったスイートな 
ピッツアなど多彩なラインナップで 
皆さまをお待ちしております。本場イタリアナポリから取り 
寄せたピザ窯で焼き上げる絶品ピッツアを召し上がれ♪ 
営/11:00～14:00(ランチ)17:00～20:00(ディナー) 木曜休 

 

 

 

 

https://ameblo.jp/koji-tanimoto/
https://tottori-iyashitabi.com/gourmet-stamprally/
https://tottori-mankitsu.com/
https://yurihama-koya.com/

