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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８月２５日発行 

 

 

 

東郷湖一周（トゴイチ）12ｋｍのサイクリング企画！ 

         

◆湯梨浜町内サイクリングコースの一番人気は 

「東郷湖一周」         

湯梨浜町を良く知る人も、そうでない人も(*´з`)東郷湖一周（トゴイチ）12 ㎞のサイクリングで 

四季折々に移り変わるまちの自然、グルメ、スポットを満喫してみませんか。 

設定した 10 カ所のフォトスポットをご自身の携帯で撮影し、その数によってトゴイチオリジナル 

ステッカーを進呈します。自転車に乗り替えれば見える景色も変わり、違った旅の 

楽しみ方が見つかるかもしれません。さあ、レッツチャレンジ♪ 

                                

                                    

 
自転車は自由♪ 
自家用でもレンタサイクルでも OK！ 

 

 

▶観光案内所の 
トゴイチ＆レンタサイ

クル受付コーナー 

<トゴイチ受付時間>AM9：00～PM3：30 ※17:00 までにお戻りください。参加無料 

➀はわい温泉・東郷温泉観光案内所受付にて「挑戦登録」を 

お願いします。受付用紙に氏名・ご連絡先のご記入ください。 

（時間内にお戻りにならない場合の確認のため） 

②パンフレットを持って出発！各スポットのフォト 

パネルを含む風景を撮影しながら、東郷湖周辺の立ち寄り 

スポット、自然やグルメをお楽しみください。 

③観光案内所に戻り、スタッフに写真を提示。その日の 

トゴイチ体験で撮影したスポットの数に応じてオリジナル 

ステッカーをお渡しします。 

 

    ちょっと寄ってみない？ 

 

                                     

                                   

<撮影スポット> 

１～３カ所 グリーンのステッカー 
４～5 カ所 ブルーのステッカー 
６～8 カ所 レッドのステッカー 

9 カ所 シルバーのステッカー 
  10 カ所 ゴールドのステッカー 
★1 回の挑戦でステッカーは 1 枚、 
全種類 GET するには最短で 5 回の 
挑戦が必要です(≧▽≦) 
 

 
▲観光案内所でレンタサイクルも
できます 

●はわい温泉・東郷温泉観光案内所● 
湯梨浜町はわい温泉 5-22（0858）35-4052 

9:00～17:00（最終受付 16:00） 

<電動アシスト自転車>５台 

４H/1,000 円 終日/2,000 円 

<変速付シティサイクル>3 台 

４H/300 円 終日/500 円 

<シティサイクル/NPO 未来所有 3 台> 

※他のステーションで乗り捨て可能 

終日/500 円 

 

 

                            ◆サイクルカフェは、バイクラックが設置されており、 

サイクリストが快適に食事をしたり、休憩したりすることができる飲食店です。 

           （バイクラック設置・工具等の貸出し・トイレの使用・飲用水（水道水）の提供） 

                   Café ippo/テラス席からの眺めは最高♪体が喜ぶランチやスムージーも 

人気です。ゆるりん館/ランチバイキングやお弁当、地元のお惣菜など 

地域色が感じられるホットスポット。ミニレストキューピット/日替わり 

ランチが人気のお店。色鮮やかな盛り付けが食欲をそそります。道の駅 

燕趙園/湯梨浜土産、山陰土産はもちろん併設されたイートインコーナー 

では小腹を満たしてくれる嬉しいメニューあり。豊味園/本格中華が楽し 

めるレストラン♪ぱにーに湯梨浜店/店内に足湯のある美味しいパン屋 

さん。国民宿舎水明荘/露天風呂もある日帰り入浴（要確認）でリフレッ 

シュレストラン吉華/一番人気は牛骨ラーメン！遊び心満載の激辛ラーメンも♪ 

サイクルカフェ 

立ち寄りスポット 

 

Café ippo （0858）35-6161

交流センターゆるりん館 （0858）32-2539

ミニレストキューピット （0858）32-1084

道の駅燕趙園 （0858）32-2184

豊味園 （0858）48-6336

ぱにーに湯梨浜店 （0858）24-4722

国民宿舎水明荘 （0858）32-0411

レストラン吉華 （0858）32-2633

 

  

赤のステッカーを 
GET しました♪ 

    “トゴイチチャレンジ”を 
してくれたお友達同士の 
お二人。暑い中、何と！ 
8 カ所を廻ってくれました。 
    楽しかった～と 
     言ってください 
       ました。 
      ありがとう！ 
      次回は是非 

“ゴールド”を 
目指してね。 

       お待ちしております 
        ﾙﾝﾙﾝ((´I `*))♪  

 

▶各スポットにあるフォトパネル 
        （A4 サイズ） 
 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ワンちゃんと泊まれる宿  はわい温泉 東郷館 
 

ワンちゃんと宿泊できるプラン誕生 2022 年 12 月末までペット料金 無料！！ 

はわい温泉の大型旅館の片隅に佇む「東郷館」は、明治 38 年から続く老舗旅館。 

創業当時の面影を色濃く残し、玄関をくぐりぬけると まるでタイムスリップしたかのような 

懐かしさがあふれ、年代によっては新鮮さを感じることもできます。 

家庭的なサービスとアットホームな落ち着いたお宿としてリピーターさんからも定評があり 

ますが、この度 愛犬と一緒に宿泊ができるプランが誕生しました（ᐡ • ̫ •`ᐡ） 

2020 年頃からコロナ禍でのテレワークや在宅時間が増えたことで、ペットと接する時間や 

新たにペットを迎え入れる人が増加したという統計があるようですが、近年ペットと一緒の 

お出掛けスポットやカフェ、宿泊プランも増えているようです。 

湯梨浜町でも昨年から東郷湖羽合臨海公園浅津公園内にドッグラン（無料）が本格 OPEN。 

湖畔のカフェ「Café ippo （湯梨浜町南谷）」のテラス席では愛犬と一緒にランチを楽しむ 

こともでき、賑わいも生まれました。 

一緒に楽しめる場所が増えるということは、飼い主にとっても愛犬にとっても嬉しいこと。 

この日東郷館で宿泊の準備をされていたのは 16 畳の和室。部屋の奥に小型犬用としてケージとトイレスペースを含んだ 2 畳

分のサークルが設置されていました。 

大型犬になると、ゆったりと 4 畳分のサークルを準備してくださるとか。 

おまけに大型犬専用のスペシャルなベッドも！ 

このベッド、抗菌防臭、撥水加工のベッドでお値段 3 万ウン千円⁈( ﾟ д ﾟ)  

ワンコ様 お、お高いです。 

「実際に寝てみたけど、寝心地良かったでぇ～」と、東郷館 6 代目 

当主の本多慎治さん。ホントに寝たの？！ 

    当主は大の犬好き 

本多さんは関西の旅館等で板前修業を積み、10 年前に家業を継ぐ 

ため当時の愛犬と共に湯梨浜町へ帰郷されました。 

5 代目の先代（父）と共に包丁を握った 4 年間 

を思い返しながら、ご自身の経験や亡き先代 

から学んだことを大切に、代を受け継ぎ 

バラエティー番組にも出演               現在の東郷館を守っておられます。 

「東郷館って、とんねるずの番組に出たよね！」そうです。記憶に新しい方もいらっしゃる 

かと思いますが、2014 年 7 月放送 人気お笑いコンビとんねるずの TV 番組で、石橋貴明さん 

とさまぁ～ずの三村さんが 2 人組でヒッチハイクをしながら目的の神社を目指す大人気企画 

のロケで、東郷館へお越しになりました。 

今ではあまり考えられない正真正銘のアポなし旅。お二人の所持金はゼロ。 

この日お手伝いに来られていた真由美さん（当主の妹）とその子どもたちが二人を出迎え 

ましたが、事情を知った真由美さんは、旅館での手伝いと引き換えに宿泊を快く承諾。 

当時を振り返って「本当に急なことでビックリしましたよ。でも、これもご縁ですね」と 

真由美さん。 

この時、旅館のお孫ちゃんとして大奮闘したのは、当時 8 歳と 4 歳の子どもたちでした。 

大人相手に物怖じすることなく、旅館の仕事を優しく時に厳しく？二人に指導。タジタジに 

なりながらも 小学生らしからぬあまりのしっかりぶりに 

驚くやら関心するやら。   

お二人から若女将（真由美さん）に若若女将（長女）、 

若若若女将（次女）と呼ばれた 3 人でしたが、番組放送 

後は大反響があり「若若女将」は Twitter のトレンド 

ワードになるほどでした。時は流れ、あれから 8 年・・・・・。 

2022 年 1 月に放送されたテレビ東京の番組「チマタの噺 正月スペシャル」に出演された 

さまぁ～ず三村さんから“気になる人”として真由美さんの名前が上がり、当時の 3 人が 

リモート出演をされたのです。 

「雰囲気変わってない」と三村さん。ロケだったとはいえ、こうして数年経っても東郷館 

で過ごした時間を懐かしみ、人の温かさに触れ、また会いたいと思ってくださるのは 

本当に嬉しいことです。またいつか東郷館にお越しになる日をお待ちしております♪ 

東郷館のナゾその➀  

ところで、はわい温泉（当時は浅津温泉）の旅館なのになぜ旅館名は東郷館なのでしょう。 

羽合温泉誌の記録には「東郷平八郎の名前から東郷館と命名」とあります。 

なぜ東郷平八郎なのか。明治 37 年から明治 38 年の日露戦争に勝利した日本。 

この時連合艦隊司令長官として一躍名をあげた東郷平八郎の名は世界中に伝えられ、その年 

に生まれた子どもの中には「トーゴ―」と名付けられたり、道路には「トーゴ―通り」と 

名前が付くほど“トーゴ―ブーム”だったそうです。 

そこで、ブームに乗り町のシンボル東郷池（湖）の名もあって「東郷館」と命名されたと 

いうことです。(・ω・ﾌﾑﾌﾑ) 

 

 

 

 

 

  

 

温泉でゆったり♪ 
美味しいお料理で 
お待ちして 
おりまーす。 

 

▲東郷館 6 代目当主 本多慎治さんと 
遊びに来ていた征宏君 
看板犬の琥太郎くんと美桜（みお）ちゃん 

 

 

 

▲2 間続きの「松の間」に 
ジョイントマットを敷いてベッド、トイレ、給水器、 

給餌皿、サークルを準備 
 

 

 

 ▲2013 年冬 突然訪問されたお二人 
 

 

▲雰囲気のある廊下からは 
縁側と中庭が見渡せます。 
アイドルの写真集撮影の 
ワンショットにもなりました。 

 
 

 ▲2022 年別番組でリモート出演 

 

 
▲100％源泉かけ流しのお風呂 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

浮乃の      ゆりはま散歩 

   

ひまわりの         
さんぽみち/湯梨浜町原 ◆夏を象徴する花といえば「ひまわり       」(*’ω’*) 

7 月から 8 月にかけて全国のあちこちの畑で黄色く鮮やかに染まるひまわり畑は、夏の 

風物詩となっています。 

湯梨浜町原にも、地域に愛される癒しの丘「ひまわりのさんぽみち」があり、 

毎年楽しみにされているファンの方も多くいらっしゃるのです。案内板や公園 

でもない このひまわり畑は個人の畑に撒かれたもので、平成 19 年農業委員 

だった藤井亮子さんはひまわりが緑肥になることを知り遊休地であった畑に 

種を撒いたのが始まりです。 

現在ひまわりの品種は野生種で約 60 種、園芸用を含めると約 100 種あると言われて 

いますが、こちらのものは、小さすぎず大き過ぎない お子さんでも花が良く見える高さの 

ものを選んでいるそうです。地元のこども園の皆さんと種を撒いたり、迷路を作ったり 

看板ができた年もありました。 

こうして年々話題を呼び、今では地域に愛される癒しの 

丘として花の名所となりつつあるようです。 

7 月 27 日（火）、温泉むすめ「はわい浮乃」ちゃんと 

一緒にひまわり畑で写真撮影♪ 

SNS にも投稿した 浮乃ちゃんと元気で明るいイメージ 

のひまわりとのコラボレーションは、温泉むすめファンの 

皆さまはもちろん、多くの方へ湯梨浜町の風景や自然、 

はわい温泉、東郷温泉を知っていただくきっかけと 

なりました。 

浮乃ちゃんの好きな食べ物はロコモコ丼と二十世紀梨。 

８月に入り、今度は観光梨園「波関園」へ出掛けました。 

辺り一面大好きな梨・梨・梨♪ウキウキな浮乃ちゃん 

なのでした(≧▽≦) 次はどこに行こうかな。 

 

 

 

 

▲ひまわりと浮乃ちゃん 

 

ウキ 
ウキ 

 ▲二十世紀梨と浮乃ちゃん 

★温泉むすめプロジェクト★はわい温泉の新キャラクター 

はわい浮乃ちゃんってどんなキャラ？ 
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。 

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 

 

<はわい温泉 東郷館>〒682-0715 鳥取県東伯郡湯梨浜町はわい温泉 4-24 電話 0858-35-2010  FAX 0858-41-1376 

<犬の宿泊について> 

◆2023 年 1 月よりペット料金をいただきます（料金検討中）が、年内は無料です。ケージ、給水器、 

給餌皿、ベッド、トイレはこちらで御用意致します。外飼い、中、大型犬の場合はご相談下さい。 

出来る限り対応致します。ご予約の際、犬種と大きさをご連絡ください。 

◆お越しの際は一年以内に接種した狂犬病予防注射済証(プレート可)、混合ワクチン証明書の両方 

をご持参ください。東郷湖羽合臨海公園内ドッグラン（無料）をご利用の際も必要です。 

◆当宿で起きたペットのトラブルや事故は、当宿では一切の責を負いません。犬同士の喧嘩、負傷、 

逃走、人への危害等、トラブルが生じた場合は当事者間で解決をよろしくお願いいたします。 

 

東郷館のナゾその②  

東郷館のお風呂はなぜ通常の建物の位置より低い場所にあるのでしょうか。 

現在、東郷湖底から湧き出す温泉（源泉）はポンプでくみ上げ温泉タンクを通じて各旅館へと配湯 

（集中管理）していますが、昔は各旅館が源泉を所有し”自噴”による温泉を使用していました。 

そのため、源泉にできるだけ近い低い位置にお風呂を造っていたのです。 

東郷館は現在もその名残を留めていますが、以前はもっと低い“地下”にお風呂があったそうです。 

しかし、台風や水害がある度にお湯は濁り、温度は低下。新規掘削やポンプアップなどにより段々と 

自噴による温泉利用が難しくなりました。 

この頃、全国的にも温泉源の枯渇現象が深刻化し、長きに渡って度重なる 

調査や話し合い、開発が行われ昭和 37 年 1 月に「浅津温泉管理組合」 

が創立され、3 月には温泉旅館や厚生施設などに集中配湯されるようになったのです。限りある 

温泉資源を有効に利用するため、ついに実現したシステムでした。 

温泉自体は配湯されるため楽になりましたが、東郷館で大変なのが掃除です。低い位置にあるた 

め、排水が上手くいかず今でもポンプを使ってお湯を入れ替えているそうです。( ﾟДﾟ) 

東郷館のナゾその③ 

あれ、トリックアート？廊下を歩いて体がナナメに。常連さんによると「シラフだと傾いて見えるけど、 

酔っぱらうと真っ直ぐになるぞ～」とのこと(* ´艸｀)  

建物は古いですが趣があり、それはそれでオモシロイのかもしれませんね。色々なお宿があるから 

楽しいのです。  ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

ワンちゃんと泊まれるプランは、何と！年内はペット料金が無料です。詳しくはお宿にお問合せください。 

愛犬と一緒だからこそ、色々な準備も必要です。楽しい旅でありますように♪ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
★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  

 

◆梨どころ湯梨浜町を代表する観光梨園「波関園（なんぜきえん）」 

の梨狩りが始まりました。 

8 月 25 日頃～9 月下旬まで二十世紀梨、10 月上旬～11 月中旬 

までは新興梨（赤梨）の梨狩りを楽しむことができます。 

梨狩りプランでは園内の梨が食べ放題！受付で梨狩り体験料を 

支払い、プラスチックナイフを受け取ります。いざ園内へ。 

網目のように張り巡らされた元気な樹には、袋がはじけそうなほどに 

成長した二十世紀梨がいっぱい♪どれを採ろうか、こっちにしようか、向こうにしようか 

ついつい迷ってしまいます。自分が食べたい梨を選んで収穫。袋を外してみますと眩しい 

ほどツヤツヤで美しい二十世紀梨の姿が(*’▽’) 太陽、土、樹から養分を蓄えている真っ最中の梨は、とにかく果汁がスゴイの

です✧*｡(◍˃̵ᗜ˂̵◍)ॱ◌*̥⋆フレッシュなシャリ感、甘みと酸味のバランスが絶妙で、その美味しさは感動そのものです。  

梨作りのプロ集団が育てた東郷梨をぜひご賞味ください。 

       

 ●梨狩り体験料●入園は無料です。お買い物・見学もどうぞ♪ 時間制限は特にありません。 

個人のお客様 大人(中学生以上)1,100 円 小人(小学生)990 円 幼児 770 円 

●お問合せ・申込・直売● 

山陰のフルーツガーデン波関園（なんぜきえん）営業時間 8:00～17:00 P あり無料 

〒689-0725 湯梨浜町別所 818-7 TEL(0858)32-1821 ※2022 年は団体の受け入れはありません 

直売・進物用も全国発送いたします。直接波関園にお出掛けいただくか、お電話でもご注文を 

承っております。お客様よりご入金→確認→発送書留・着払いでも OK。お気軽にお問合せください。 

 

 

 

 

 

今年も美味しい梨に仕上がりました♪ 

山陰のフルーツガーデン波関園（なんぜきえん）梨狩りスタート！ 

 
▲これが食べたい！ 
食べたい梨を選んで収穫 

 

 

露天風呂付客室リニューアルオープン 

はわい温泉千年亭 客室【備前３】【備前５】 

＜お問合せ・ご予約＞千年亭 
〒682-0715 湯梨浜町はわい温泉 4-62  
℡0858-35-3731 https://www.sennentei.net/ 
 

 

◆お部屋の大きな窓から湖が一望 
できる人気の客室が令和 4 年 8 月 
6 日リニューアルオープンしまし 
た。ウッドデッキの露天風呂から 
東郷湖の景色を独り占め（*´⊥｀*） 
贅沢なひと時をお過ごしください 

 

▲受付はコチラ 

湯梨浜町羽合歴史民俗資料館 
古代へのロマン 湯梨浜町生涯学習人権推進課主催 
解説付き 
オープンデイ 
開催 

 

◆羽合町歴史民俗資料館（湯梨浜町久留）を 

活用し、町の歴史を多くの皆さまに知っていただくため 8 月 

21 日（日）をオープンデイとして、午後 2 回のスケジュール 

でお客様をお迎えしました。 羽合歴史民俗資料館は、 

昭和５９年 10 月に開館したもので、羽合地域の弥生時代・ 

古墳時代の展示物を中心に、長瀬高浜遺跡や橋津古墳群など、 

古代史を考える上で大変貴重な資料が展示されています。 

埴輪の模様 1 本 1 本に 1600 年前の時代に生きた人々の 

息づかいを感じ、様々な資料から現世では誰も見たことのない 

“当時”を自分なりに想像し、思い描いて見ていくと、興味関心 

が深まるのです。 

年内第 2 回目オープンデイを 

行う場合（未定）防災湯梨浜 

町でご案内いたします。 

 

 <湯梨浜町羽合歴史民俗資料館> 

入館料/大人（高校生以上）100 円 小･中学生 50 円 20 名以上は団体料金 一人 20 円引 

休館日/12 月 29 日～1 月 3 日  

見学をご希望の方は、月～金は湯梨浜町生涯学習･人権推進課 0858-35-5368 へ、    

土・日・祝に見学希望の方は 0858-35-3111 にお電話ください。                

 

▲文化財保護委員・湯梨浜町 
観光ガイドの会会長 
田渕喜之さん 

 

◆茅葺きで囲炉裏のある古民家を 
リノベーションしたゲストハウス 
縁庵は、一日一組限定一棟貸しの 
お宿です。 
※イベントスペースの貸出も OK。 
お仲間で、ご家族で、大切な人へ 
の記念日サプライズにも★縁庵で 

ゆったりと 
した素敵な時間をお過ごしください。    

ゲストハウス 縁庵 

 

<ゲストハウス縁庵（ゆかりあん） 
鳥取県東伯郡湯梨浜町田後 302-1 
https://yukarian.com/ 
HP から予約ページへどうぞ。 
Instagram、Facebook もご覧ください 
◆韓国語・中国語教室も承り中♪ 
個人レッスンもできます。 

 
 

HP リニューアル！！ 

https://ameblo.jp/koji-tanimoto/
https://www.sennentei.net/
https://yukarian.com/

