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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９月２５日発行 

手軽に作れる 男の料理教室 

 

 

 

 

 

 

 

 

公民館事業 
人気企画 

 

 

 

  

俺はこうやって 

切るぞ！ 
そうきたか！ 

 

       ◆家庭において料理をするのは主に“女性”というイメージがあったようですが、今は男性も 

料理をする時代。手の込んだ料理はもちろんすごいけれど、簡単にササッと作れてしかも美味しい料理なら 

家族や友人に振舞っても喜ばれること間違いナシ (*‘∀‘) 

8 月 30 日（火）公民館事業の人気企画「男の料理教室」が中央公民館羽合分館で開催され、参加者同士で 

楽しみながら料理を作り、親睦を深めました。 

9 時 50 分、10 名の参加者はマイエプロンと三角巾を付けてスタンバイ。お仲間同士で参加された方、 

お一人で参加された方、きっかけは様々ですが男性同士リラックスされアットホームな 

雰囲気です。講師は湯梨浜町引地の飲食店 レストラン吉華を経営されている吉岡学さん。 

「手軽な食材で簡単で美味しいお料理」が良いと、野菜・肉・魚料理の 3 品をチョイス 

されました。 

調理する順番が大切 

                   各テーブルに準備された食材と調理器具。 

                                     まずは野菜の仕込みから始めましょう♪ 

                   ここで大切なのがそれぞれの食材を切る順番を 

工夫すること。野菜→肉→魚の順に食材を切ることで、肉や魚の雑菌などが野菜に 

付着するのを防ぐことができます。 

アジのなめろうに使うみょうがをきざみ、野菜ステックのきゅうりをステック状に切 

り人参は切って下茹で、みそ炒めのアスパラも軽く下茹でしておきます。 

 野菜ステックに付けて食べる「合わせみそ」は、みそ・みりん・砂糖の基本的な配合 

にですが、準備された「わさび」「にんにく」「コチュジャン」で味付けをしたりみそ 

の種類を変えるなどアレンジ次第でどんどん美味しさが広がる“万能みそ” 

なのです( ﾟДﾟ) これは家庭の食卓で大活躍しそうです。 

吉岡さんの話を聞きながら、前の調理台がザワザワしてきました。 

「あれぇ(；ﾟДﾟ)わさびだっていやー。あんなでないかえ？ 

（アレじゃないの？）にんにくもあったじぇ。ありゃー」 

「ワシもだわ。一人ずつ台に置いてあったけぇ、土産だかと思っ 

て～（お土産だと思って）袋にしまっちゃっとるわ。そろーっ 

と（こっそり）出しとかんと 

いけんな」ざわめきはやがて 

賑やかな笑いとなり、和やかな 

ムードに包まれました。 

鶏むね肉とアスパラのにんにくみそ炒め 気を取りなおして調理開始。野菜の仕込みが終わり、 

今度は鶏むね肉をそぎ切りにします。「そぐ？そぎ切りってどがにんだぁえ？（どうするの）」 

先生の調理台に集まり、“そぎ切り”の手順を確認しました。 

そぎ切りとは、厚みのあるお肉などを包丁の刃をねかせそぐように切る方法で、大きさ（厚さ） 

を揃えて切ることで、均等に火が通るのです。 

先生の包丁さばきに「おおぉ～～！！」と歓声が上がりました。各自調理台に戻って実践。 

「あれ。真っ直ぐになっちゃったわ」「もっと斜めだったやーなで（もっと斜めだったと思うよ）」こうして肉の下ごしらえが終

わり、合わせみそを作りました。コチュジャンみそを一口味見。「あ～辛(/ω＼)俺は辛いの苦手だに」次に、茹でた人参に付け

て食べてみますと「あれ、旨いがな(*´▽｀*)ちょうどええわ」パンチの効いたみそが野菜の旨みと甘みを引き出し、口の中で

絶妙なバランスを楽しむことができます♪ 

お次はフライパンで鶏むね肉とアスパラを調理していきます。コンロの着火の合図でスタートした 

食欲合戦。どんな切り方だったのか そんなことはもはやどうでも良くなる 

ほどに香ばしく焼かれた鶏肉、彩りのアスパラと共に にんにくみそに 

よってあめ色コーティングされた食材たち。 

「ソテーする」というシンプルな調理法ながら、それぞれの 

持ち味を活かした美味しいおかずが完成しました♪ 

お次はアジのなめろうです。魚を捌くのは初めてだという 

方も多いようですが、何事もチャレンジ。 

先生の包丁とアジを食い入るように見つめる皆さん。 

スルスルと包丁が入っていくのを見ると、一見簡単そうに 

▲講師の吉岡学さん 

 
やるな・・・ 

 

▲なめろうに使用するアジ 
結構立派です 

▲真剣な眼差しでアジ見つめる参加者 

 

<本日のメニュー> 

★アジのなめろう 

★野菜ステック＆合わせみそ 

★鶏むね肉とアスパラの 

にんにくみそ炒め 

 

８ 
 

３ 

３０ 

これは合わせみそに 

使うのだ～！（汗）  

 ▲塩コショウで下味をつけて 

▲お手軽なチューブタイプで味付け 

Let‘ｓ have fun cooking 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 22回 東郷湖ドラゴンカヌー大会 
 

 

 

見えますが、果たして上手くいくでしょうか。配られたアジの大きいこと( ﾟ д ﾟ) 

             うろこを取り、ぜいごをそぎ取り、頭を切り取ります。腹の方に軽く包丁を入れ中骨まで切れ目を入れ 

ていきました。「包丁が切れんぞいや」「包丁のせいにされんぞ～ꉂꉂ(ᵔᗜᵔ*)」上手く 3 枚におろせた方、 

骨に身がたくさん付いてしまった方もそれはそれでご愛嬌。 

ぶつ切りのアジとみょうが、わさびみそを混ぜ合わせればもう“アジのなめろう”の完成です。 

「旨い！日本酒が欲しくなるなぁ」本来でしたら、出来上がったお料理を囲んで試食したいところです 

がコロナ禍ということもありお料理は持参した容器に入れて持ち帰りました。 

「覚えとるうちに家で作ってみたいなぁ」と参加者の皆さん。男性ばかりの大人のサークルのようなこ 

の料理教室はとても人気があり、作ることだけでなく衛生面での注意点や基礎を学ぶ中に、驚きや楽し 

さがあります。 

講師の吉岡さんは料理の道に入って 30 年、現場から離れているお父様に代わって今回講師を引き受けら 

れました。調理することは同じでも普段とは違う活動の場である「料理教室」。「新たな機会により、 

また違った繋がりが出来たことに感謝しています」と吉岡さん。参加された皆さんも同じなのかもしれません。 

気軽に参加された料理教室により生涯にわたって続く“食べること”の大切さも学ばれ、地域の交流を楽しんでいただきまし

た。小さな行動力で何かが変わる♪男の料理教室開催は不定期です。各施設のお知らせをチェックしてみてください。 

（中央公民館（東郷）0858-32-1116、羽合分館 0858-35-5344、泊分館 0858-34-3011） 

 

 

  
▲レシピをチェック 
フムフム・・・。 

 

◆8 月 28 日（日）、東郷湖羽合臨海公園ハワイ夢広場特設会場にて「第 22 回 東郷 

湖ドラゴンカヌー大会」が開催されました。 

新型コロナウィルス感染症の流行により 3 年ぶりとなったこの大会は、参加チーム 

を鳥取県内在住者に限定し、出場部門を従来の 5 部門から 3 部門（一般の部、女子 

の部、ジュニアの部）とし、部門ごとの参加チーム数も縮小して募集するなど新型 

コロナウィルス感染症防止に配慮して行われました。 

各チーム揃いのコスチュームで大会に臨む選手たち。大会スタッフに見送られ、 

桟橋を出発。直線 200m のレースに挑むためスタート地点へ向かいます。 

「発艇 1 分前」（あぁ、いよいよだ） 

パドルの先をじっと見つめ、タイミングを伺います。「短管を離してください」（来る！） 

「レディーゴー！」各艇が勢い良く一斉にスタート。しかし、止まった状態から船を動かすため、スタートしてからいかに早

く船を軌道に乗せられるのかが勝負のカギとなります。 

全体指揮を担う太鼓の音と掛け声に合わせて必死に船を進める漕ぎ手たち。一番後ろの舵も 足の指にグッと力を込め、全体を

見渡しながらゴールを目指します。沿道からの声援は果たして選手たちに届いているのか(*‘ω‘ *) 

上位入賞を目指すチームも、賑やかに楽しく漕いだチームもレース後の表情は皆「笑顔」でした≧(´▽｀)≦ 

                                  ドラゴンカヌーは東南アジアや中国から伝わっ 

た世界最古の手漕ぎ船で、ドラゴンカヌー大会 

は日本語で「龍舟競漕（りゅうしゅうきょうそ 

う）」といいます。  

その後二千年の時を経て世界各国へ伝わり、 

400 年前に日本へ伝わり沖縄では「ハーリー」 

長崎では「ペーロン」と呼ばれています。 

1976 年香港国際龍舟祭りでスポーツ競技化 

され 1988 年大阪で日本国際龍舟選手権大会が 

行われると急速にドラゴンボートの人気は高 

まっていきました。 

湯梨浜町では、2000 年東郷湖にカヌーセンター

（湯梨浜町藤津）が竣工したのを記念し、鳥取県ドラゴンカヌー協会が「ドラゴンカヌー大会」を開催。 

翌年、湯梨浜町合併前の東郷町・羽合町・泊村の交流を目的に「東郷湖ドラゴンカヌー大会」が開催されました。 

大会で小学生から大人まで幅広い年齢層が参加し白熱したレースを繰り広げているだけでなく、近年では県内外からの教育旅

行体験プログラムとしての「東郷湖ドラゴンカヌー体験」も人気があり、2022 年度は 4 月～10 月までの期間中昨年を上回る

約 2500 名の受け入れを行いました。（10 月受入 180 名含） 

乗り手と漕ぎ手は一心同体。ドラゴンカヌーという団体スポーツを通じて多くの学びや感動があっただけでなく、まちや人が 

好きになるきっかけにも 

繋がったようです。 

現在、毎週日曜日 10 時～ 

ドラゴンカヌー艇庫 

（Café ippo テラス横）で 

体験参加者受付中です！ 

初心者大歓迎♪地元チーム 

が優しく指導します。 

皆さまどうぞお気軽に 

お出かけください。 

 

  

  

▲どこか愛嬌のある表情の 
ドラゴンカヌー 

▲一般の部 表彰式       ▲ジュニアの部 前日の練習 

 ▲ジュニアの部優勝      ▲レディースの部優勝      ▲一般の部優勝  
「ゆりがく３A-1」      「パイナップルマミーズ」     「酒呑倶楽部」 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★温泉むすめプロジェクト★  

はわい浮乃 鹿鳴館 version 誕生 
◆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を制作し、多面的なメディア展開など 

温泉地や地域の魅力を伝えながら来訪促進を目的とする温泉むすめプロジェクト。 

この春 はわい温泉をモチーフにした温泉むすめ「はわい浮乃」ちゃんが誕生してから 

5 か月が経ちました。地元をはじめとするファンの皆さまにもお支えいただき、予想以上の 

反響と共に キャラクターを通じてはわい温泉・東郷温泉はもちろん 県内外へ湯梨浜町の 

魅力を発信する機会が増えましたことを大変感謝申し上げます。ありがとうございます。 

「もっといろいろな浮乃ちゃんに会いたい♪」という皆様からのお声や、町内施設の賛同も 

あり、はわい温泉鹿鳴館に新たなコラボ企画が登場しました。 

9 月 16 日（金）には、はわい浮乃 鹿鳴館描き下ろし等身大パネルのお披露目会が行われ、 

司会者のカウントダウンで、華やかでどこか気品の漂う衣装に身を包んだ鹿鳴館 version の 

浮乃ちゃんがお目見えしました。 

鹿鳴館を経営する株式会社一笑堂は、平成 23 年「清掃」「衛生」を事業とする会社として誕生。ハウスクリーニングをはじ

め、建築物の清掃、施設の環境衛生管理などの業務を承っており 現在は「清掃管理」「環境管理」「宿泊施設管理」を三つの柱

として運営をされています。新型コロナウィルス感染症が流行してからは、ウィルスに効果がある薬品（人体に安心・安全）

を使用して清掃作業を実施。お掃除のプロが手掛けた館内は清潔感にあふれ、お披露目会に使用されたイベントホールもシッ                   

クで落ち着いたデザインです。 

実は、館内の至る所まで改装を手掛けたのは鹿鳴館の坂根社長。 

               器用なだけでなく、元バンドマン(≧▽≦)でもあるそうです。 

                「鹿鳴館」という名前も大好きな音楽からきているのだとか。近い将来、自慢の屋上やイベ 

ントホールで音楽イベントが開催されるかもしれません。楽しみ～ 

浮乃ちゃんのデザインは、鹿鳴館内装の基調とされるボルドー系の色を採用し、鹿鳴館 

時代を思わせるエレガントながら“和”も取り入れたデザインとなっています。 

浮乃ちゃんが持っているのは「ほうき」(*‘ω‘ *) 鹿鳴館スタッフとして大奮闘中の 

                浮乃ちゃんにぜひ会いに来てね。 

  

 

 

 

今年も 
やっじぇ！ 

松崎名物の朝市ダヨ♪ 売り切れ御免❤朝 9時半～お昼過ぎの 1時まで 

2022年 10月 3日（月）・8日（土）・23日（日） 

◆今年も松崎名物「三八市」を 10/3・10/8・10/23 の 3 日間で開催 

します。古くは宿場町として栄え、商業も盛んで倉吉と鳥取を結ぶ 

交通の要衝だった松崎地区。 

江戸の頃、湖底から温泉が発見されると湯治場として人気を集め、 

明治 37 年山陰本線が開通し「松崎駅」が開設されると商店や問屋、 

温泉旅館も軒を連ね、大変な賑わいをみせました。 

通りには稲を掛けるための竹やクワなどの農具・日用品 

や雑貨・野菜などを売買する「八月市」が開かれました。 

この市は、３と８の付く日に開催されており後に開催日 

の数字を取って 

「三八市」となりました。 

やがて時代の流れと共に 

衰退し、中断していたところ 2010 年地元有志により復活！時代に 

合ったスタイルを取り入れながら今もなお 地域の方を中心に大切に受け継が 

れているのです。さあさあ、今年はどんな出会いがあるのかな。 

みんなで三八市に出掛けよう(*´▽｀*) 

<問合せ>三八市実行委員会/鬼嫁プロジェクト/湯梨浜町商工会/湯梨浜 

いきボランティア 090-7779-6175（野口） 

三八市開催 

▲その昔 三八市の様子  
 

人の温かさ発射！ 

 

笑顔発射！ 

 ▲2021 三八市の様子 

E 

<はわい温泉 鹿鳴館> 

〒682-0715 鳥取県東伯郡湯梨浜町はわい温泉 4-48 

https://rokumeikan2020.com/ 
 

●温泉むすめ×鹿鳴館コラボ宿泊プラン● 

<嬉しい 3 つの特典付＞ 

浮乃ちゃんイラスト付宿泊証明書 

浮乃ちゃんコースター 

浮乃ちゃんステッカー 

※詳しくはお宿へお問い合わせください。 

▲鹿鳴館 坂根広章社長    ▲お披露目会 参加者の皆さまと♪ 
 
 
 

▲鹿鳴館 version の浮乃ちゃん 
 
 
 

 

 

キーホルダー 
（1つ 800円） 

 フロントで販売中！ 

https://rokumeikan2020.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★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  

秋フェス 2022 10/16 （日） 10:00～15：00 (雨天中止) 開催  
ハワイ夢広場 

 

◆東郷湖羽合臨海公園 ハワイ夢広場 多目的広場・スケートパークをメイン会場に秋フェスが開催されます。 

フリーマーケットや地元飲食店による屋台、スケボーや音楽ステージなどが盛りだくさん♪みんなで“秋”を満喫しよう。 

ご来場の際は、新型コロナウィルス感染症対策に留意していただきますようお願いします。 

 

SDGS フリーマーケット 

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

多目的広場/10:00～15:00 

 

音楽ステージイベント 
多目的広場/10:00～15:00 

欲しかったものが格安で手に 
入ったり、掘り出し物が見つかるかも♪ 
出店者さんとのコミュニケーションも楽しい。 

DJ ブース＆ステージを設置。 
音楽にノッて盛り上がろう。 
<参加 DJ>Garage Monday/TA2/Nana/U-ZROK/WA2KY 

 

ケンダマ体験 
10:00～ 

 

初めての方大歓迎！ 
みんなであそぼ♪ 

スケボーフリージャムセッション 
スケートパーク/1１:00～12:00 参加料は無料、申し込み不要、 

参加資格なし、年齢不問 
BMX,インラインスケートの方もぜひご参加ください。これから始めたい方、 
希望の方に個別でレッスン OK！ 共催/倉吉アクティブスポーツネットワーク  

飲食・販売ブース 
スケボーやサイクルアイテム販売の他、タコス・カレー・ホットドッグ・クラフトコーラなど地元飲食店による屋台でお腹も
満たしちゃおう♪ 
<お問合せ>東郷湖羽合臨海公園 hawaitougo2@gmail.com (担当：井上) 
※新型コロナウィルス感染症の拡大状況により中止となる場合があります。 

 

スケートパーク周辺道路/10:00～15:00 

 

 

泊 駅舎 リニューアル 

 

◆1905 年（明治 38 年）5 月、官設鉄道の青谷駅から松崎駅間の延伸により 

開業した泊駅。 

1987 年に建てられた駅舎は老朽化が目立ち、バリアフリー化を求める声が 

多かったことから湯梨浜町と JR 西日本が協議。後に湯梨浜町が無償で駅舎を 

譲り受け、建て替え工事が進められていました。 

そしてついに完成し、2022 年 7 月 30 日竣工式が行われました。 

木の温もりを感じる泊駅舎の屋根は、鳥取県産のスギやヒノキを使用し、 

美しい日本海に面した泊地域の波や潮風をイメージした木造平屋立ての建物 

です。 

（約 46 ㎡/総事業費 3,100 万円） 

無料 Wi-Fi や観光パンフレットの設置、地元カメラマンが撮影し 

た季節の写真などを飾った待合室は、列車待ちの時間をより有意 

義なものにしてくれます。地域の交流拠点としての役割も果たし 

ゆったりと時間の流れる泊駅。 

JR を利用してどこかに出掛けてみませんか。 

 

▲2022 年 7 月 30 日（土）オープンの新駅舎 

 

 

ゆりはま子育て応援・商工フェスタ 2022 

10 月 8 日（土）10:00～14:00 

<会場>ハワイアロハホール多目的広場 

第 6 回世界羽衣天女伝説サミット in 水明荘  

10 月 22 日（土）<申込要>チームおせい 090-2017-9046 

グラウンド・ゴルフ国際大会 YURIHAMA2022 

10 月 29 日（土）・30 日（日）<会場>潮風の丘とまり 

※参加は締め切りました 

クリスマス花火観賞 2022  

12 月 24（土）・25（日）20:15～20:30 

<問合>はわい温泉・東郷温泉旅館組合（0858） 35-4052 

 
 
 

イベント情報  

 

https://ameblo.jp/koji-tanimoto/
mailto:hawaitougo2@gmail.com

