
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

キムチの種類って？ 

「オイキムチ（きゅうり）」「オジンオムキムチ（海産物）」「カクテキ（大根）」 

「ペチュキムチ（白菜）」「スンムキムチ（蕪）」などシャキシャキとみずみずしい 

野菜の食感や海産物の旨味やコクがたまらない「キムチ」は、朝鮮半島の食文化 

ながら 今では日本の漬物の四分の一を占めるほど私たちの食生活にすっかり馴染 

んでいます。 

日本の店頭にも色々なメーカー・種類のキムチが並んでいますが、韓国には 

材料や季節によって様々なキムチが存在し、その数は 200 種類を超えると 

いわれています。好みは人それぞれですが、中でも地元 JA の直売所等で販売 

されるキムチの中で店頭に並べば瞬く間に売り切れとなってしまう“人気のキムチ”があるのです。 

愛子さんのキムチ「あー知っとるよ。愛子さんのキムチ、旨いよなぁ」「愛子さん、キムチの人でしょう？すごく好きで店に 

あったら絶対買っちゃう」会ったこともない人が あたかも友人のように 

語りだすという何とも不思議な光景ですが、これが“愛子さんのキムチ 

あるある”なのです(*´з`)  

この評判のキムチ作っているのは西谷愛子さん(*’▽’) 

38 年前、仕事をきっかけに韓国から日本へ移住。 

当時、自家用で漬けていたキムチが“美味しい”と近所で評判 

となり倉吉市内の作業所にてキムチを製造し、JA 直売所など 

で販売されていましたが、愛子さんの作るキムチファンの 

お一人である合同会社鳥羽警備保障（北栄町江北 426）の 

鳥羽社長からのオファーを受け、鳥羽警備保障の食品製造業 

部門としてはわい温泉地内に作業場を置き、再出発を切りま 

した。 

キムチの歴史 キムチといえば、現在は一年を通じて食され

ていますがもともとは農作物が採れない冬の栄養補給のための保存食で、世界的にも珍しい野菜を使った発酵食品として近年

キムチに含まれる植物性乳酸菌が注目されています。 

語源については「野菜の塩漬け」を意味する「沈菜（チムチェ）」が「キムチ」になったとか。しかし、はじめから現在のよう

に唐辛子を使ったキムチだったのではなく「沈菜（チムチェ）」の語源の通り、ニンニクやショウガ、サンショウなどを使った

シンプルな塩漬けでしたが、16 世紀頃、日本との交易により唐辛子が伝来。 

貴族を中心に次第に広まり、18 世紀頃に唐辛子を使用したキムチが作られるようになりました。 

韓国は魚や貝など豊富な海の幸に恵まれ、保存食として様々な塩辛が作られるようになり、 

それに伴い塩辛を入れた旨みや風味のあるキムチが増えていったようです。 

現在、韓国の多くの家庭にはキムチ専用の冷蔵庫があり、一般の冷蔵庫とは異なる冷却方法に 

よってキムチの日数によって発酵に適した温度や湿度に調整するだけでなく、材料となる野菜 

や海産物の長期保存にも優れた“キムチ様様な(*´з`)”冷蔵庫なのです。 

あいちゃんキムチ  

あいちゃんキムチの美味しさの秘密は鳥取県産の赤梨果汁をたっぷり使用しているということ。 

シーズンによって梨の品種は変わりますが、同じ白菜キムチでも風味の違いは季節のキムチを 

味わうお楽しみポイントでもあります。気候の変化によって細かな配合を変えるだけでなく 

味にばらつきが無いように、唐辛子は韓国産で毎回同じものをお取り寄せ。 

試行錯誤の末 たどり着いた絶妙な配合により 日本人に好まれやすい味ながら本格的な仕上がり 

となった「あいちゃんキムチ（1 パック 350g/550 円税込）のその味は・・・ 

                       豊かな唐辛子の香り、辛さの中にしっかりとした甘みと旨みが感じられ、飲み 

込んだ後はスーーーッと辛さが消えていくのです。 

二口、三口ついついクセになり気が付けば容器が空になってしまう美味しさ。 

また、するめを唐辛子みそで漬けた「するめキムチ（1 パック 120g/700 円」 

も人気で、材料には梨の他に“らっきょう”も使用されています。 

材料の旨みをたっぷりと吸い込んだするめは柔らかで濃厚。 

辛くて甘い♪いつまでも嚙んでいたくなる旨辛味です。    

工場は主に平日稼働しており、あいちゃんキムチをサポートするスタッフと 

共に 1 日 100 パック～多い時には 200 パックを製造しています。 
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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 

 
맛있는 김치 鳥取県産の梨をたっぷり使用 

 

▲美味しさの秘密は 
鳥取県産の梨 

 

 

  

「あいちゃんキムチ」 愛情いっぱい オモニの味をお届けします 

 

▲キムチ作りは 20 年 
西谷愛子さん 

▲キムチ作りをサポートする 
スタッフの S ちゃん♪ 

▲愛情込めて漬け込みます 
 

▲あいちゃんキムチ 
(白菜)は四角いパッケージ 

▲あいちゃんキムチ 
（するめ）は 
丸いパッケージ 
 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪日程・場所≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サイクリングガイド養成講座 実技編 10/8 
 

 

◆自転車を活用した観光振興である「サイクルツーリズム」は地域活性化の手段と 

して近年大きな注目を集めています。 

鳥取県においても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」を養成しており、サイクリングガイドに必要な知識だけでなく、 

ツアープランの造成など実践的な知識についても学ぶことができる 

内容で「サイクリングガイド養成講座～自転車を活用したまちづくり 

について～」が開講されました。 

コロナの影響で 1 回目と 2 回目はリモート研修となり参加者同士の 

交流はありませんでしたが、サイクリングガイドとしての役割や 

必要な知識などの基本を学び、回を重ねるごとに専門知識も習得 

することができました。 

10 月 8 日（土）に行われた実技では、東郷湖周辺の見どころ 

ポイントを設定し湯梨浜町観光ガイドの会メンバーに説明を受け 

ました。 

朝 8 時 30 分、はわい温泉広場に集合した参加者たち。今回のコースには坂道も含まれており使用する自転車は、電動アシスト付

自転車やロードバイク。機能性だけでなく多少の？(*´з`)ファッション性も考慮しながらサイクリングガイドらしく 

                   バッチリキメた出で立ちに、講座への期待と意欲が(*’▽’)イイネ 

サイクリングガイド養成講座（全３回）の高橋幸博講師と共に具体的な指導 

や注意点を確認。 

湖畔を左周りにスタートし、最初のポイントである中国庭園燕趙園を目指 

しました。 

四ツ手網→倭文神社→出雲山展望台→Café ippo  

美しい湖畔の風景、自転車でも走りやすい道路には適度なアップダウンも 

あり変化を楽しむことができます。また、ポイントで観光案内を受ける 

ことにより、地域への関心度、満足度は大きく変わってきます。 

様々なサイクリングの形がある中で、今後は 飲食店でホッと一息できる 

お楽しみポイント 

や店舗でコト消費 

できるミニ体験、地域の皆さんとの交流などサイクリング講座本来の 

目的でもある 観光資源に新たな価値を与え地域のブランド価値を高 

めることに繋げていけるよう各団体とも連携を取りながら進めていき 

たいと思います。 

現在、湯梨浜町観光協会では「トゴイチ～一周 12 キロのショート 

トリップ～」を実施しており、トゴイチ 

チャレンジ（無料）のお客様には はわい温泉 

・東郷温泉観光案内所発着で 湖周に設定した 

10 カ所のポイントを巡っていただき、 

チャレンジ終了後、巡った数によって色の違う 

オリジナルステッカーを進呈しています。（１～３緑・４～５青・6～８赤・9 銀・10 金） 

「目標が出来て走る楽しみができた」「立ち止まってみなければ体験できない良さがあった」など、 

大変好評をいただいております。 

今後は、自分のペースで自由に走りたいお客様以外にもサイクリングガイドが帯同するツアーなど、 

地域の特性でもある温泉を活かして地元の「食」「自然」「歴史・文化」を走りながら体験できる湯梨浜

町観光協会      スタイルのサイクルツーリズムで来訪促進に繋げたいと思います。 

 

 

 

 

 

▲はわい温泉広場発着の実技講座 
◀講師の高橋幸博氏 

（株式会社アーチ・ヒーロー北海道代表取締役社長） 

 

 

▲チェックポイント➀中国庭園燕趙園 
 

 

🌶  あいちゃんキムチ取扱店（10/25現在）🌶 

あいちゃんキムチ（白菜キムチ 350g/550円税込） 
あいちゃんキムチ（するめキムチ）120ｇ/７００円税込） 
道の駅燕趙園（湯梨浜町引地 563-1）0858-32-2184 

ハワイ夢マート （湯梨浜町久留 26-1）0858-35-3535 

道の駅大栄（北栄町由良宿 1458-10）0858-37-5451 

あぐりポート琴浦（琴浦町別所 255）0858-55-6336 

旬鮮プラザよってみたい菜（倉吉市八屋 150-1）0858-47-4197 

旬鮮プラザ満菜館（倉吉市西倉吉 21-5）0858-48-2525 

 

現在、あいちゃんキムチは JA 直売所と道の駅燕趙園、

工場（事務所にて販売）でも購入可能です。 

「愛子さんにとってキムチってどんな存在ですか」と

尋ねたところ、「そうねぇ、母親かな」と愛子さん。 

韓国では、キムチといえば当たり前のように毎日の食

卓に並び、皆の健康を願い 食卓を豊かに笑顔にする存

在。まさにオモニの味なのです。 

現在は白菜キムチとするめキムチの 2 種ですが、今後

は旬の食材を使用したキムチも展開し販路拡大を目指

していきます。 

鳥羽警備保障のバックアップによりパワーアップした

「あいちゃんキムチ」をぜひご賞味ください。 

 

 

 

<あいちゃんキムチのお問合せ> 

ただいま販路拡大中！どうぞお気軽にお問合せください 

合同会社 鳥羽警備保障 （工場住所）〒682-0715 鳥取県東伯郡湯梨浜町はわい温泉 63-5（仕出し料理店すみのや跡） 

電話番号は只今準備中のため、直接お出掛けになるか 湯梨浜町観光協会（伊藤）0858-35-4052 までご連絡ください。 

 

 

▲チェックポイント②    ▲チェックポイント③ 
四ツ手網          倭文神社 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

東郷湖畔 中国庭園 燕趙園コース 

 
 

▲道の駅燕趙園西側のパンダ広場をスタートゴールに 
 

◆湯梨浜町観光ガイドの会ではより多くの皆さまへまちの魅力を伝えるため、ガイド活動の取り組みを 

行っております。現在 15 名の会員が登録されており、今年度も新たな参加者と共に湯梨浜町観光ガイ 

ド養成講座を通じてスキルアップを目指していきます。 

10 月 13 日（木）養成講座➀開講式/研修 湯梨浜町の観光について 

◆第 1 回目養成講座での研修は、町産業振興課 香川佐織課長補佐を講師に「湯梨浜 

町の観光について」をテーマに、町内への観光客数や宿泊客数などのデータで現状 

を把握し、近年全国的に広がりを見せているワ―ケーションなど、価値観やライフ 

スタイルの変化にともなった新たな旅のスタイルについても勉強しました。 

最後はまちの歴史、文化、自然、特産品、人との繋がり等がギュッと詰まった PR 

動画を視聴し、今後も誇りを持って県内外の方へまちの魅力を PR していこうと誓い 

ました。 

10 月 20 日（木）養成講座②まちの特産品二十世紀梨について知ろう 

◆第 2 回目の養成講座はまちの特産品である二十世紀梨についての研修で、観光梨園                     

波関園へ出掛けました。 

明治 21 年、千葉県松戸市のゴミ捨て場から偶然見つかった梨の苗木。 

二十世紀梨の名前の由来や鳥取県二十世紀梨の始まり、東郷梨の始まりなど 

二十世紀梨の歴史を勉強し、波関果樹生産組合 森田大成組合長より湯梨浜町で 

生産される梨の現状や今後の傾向、“東郷梨はなぜうまいか”など、梨に関する 

さまざまなお話を聞くことができました。 

この時期の旬の梨といえば「新興梨」。袋がはち切れる程に大きく実った新興梨 

を収穫し、参加者全員で梨の皮むき選手権！  

「あら！切れちゃった」慣れないプラスチックナイフに苦戦しながらも もぎた 

てならではの あふれる果汁や爽やかな甘みを味わいながら大いに盛り上がりま 

した。波関園では、8 月初旬のハウス二十世紀梨～10 月の新興梨までの期間 

中、さらに新たな品種を加え 途切れることなく様々な旬の梨を楽しめる 

よう工夫していくということです。 

 

８ 
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       ◆夏の暑さも落ち着いてきた 9 月頃より湯梨浜町でも 

徐々にイベントが開催されるようになりました。 

10 月 21 日（金）には、鳥取県老人クラブ連合会の会員 

様向けの健康づくり研修会として「秋の健康ウォーク in 湯梨浜 東郷 

湖畔 中国庭園燕趙園コース」が開催され、（主催/鳥取県老人クラブ 

連合会 共催/鳥取県観光事業団 中国庭園燕趙園）200 名の参加者が 

それぞれのペースでゆったりと秋の青空の下をウォーキングされました。 

この日のウォーキングは単に景色を楽しむだけではありません(‘’ω’’)  

中国庭園燕趙園を起点として燕趙園の園内とその周辺約 1ｋｍ、めぐみのゆ公園までの往復 2km、四ツ手網までの往復 3km

の区間に合計 13 カ所のチェックポイントを設け、4 名～5 名の小グループでそれぞれのチェックポイントに準備された脳ト

レ、筋トレ、足湯、温泉たまご、グラウンド・ゴルフのホールインワンチャレンジ等に挑戦しながらオリエンテーリングの 

ようにまわるというものです。 

平成 7 年に鳥取県と中国河北省の友好提携 5 周年を記念し、友好のシンボルとして建設され 

た中国庭園燕趙園は、設計から素材の調達、加工まで中国で行われたという本格的な庭園 

で、建物の一つ一つを見てみますとそれぞれに意味があり、その歴史を知ることでより一層 

楽しむことができるのです。 

この日の雑技ショー（1 日 3 回毎日公演/9：30～13：30～15：00～）は、中国の秘技であ 

る「変面」。役者が顔に手を当てると一瞬にして装着している面 

が変わり、その様子に観客からは驚きの歓声と大きな拍手が送ら 

れました。 

東郷湖畔公園のチェックポイントの脳トレでは、スーパーの食品 

チラシを使って暗算でお買い物。 

「1500 円まで買い物しましょう」「さて、何を買わーかいなぁ」 

あっという間に 1500 円ギリギリまで暗算され、右脳のトレーニ 

ングに役立ったようです♪ 

この日の研修会では、筋力・活動量・歩行速度の低下などから転倒や骨折などを防ぐため、 

適切な運動を意識して行うことにより健康寿命を延ばすことを目的に開催。 

コロナ禍での自粛生活が続くと運動不足や人との関りも少なくなりがちですが、適度な運動はもちろん楽しみを持ち、達成感

を味わうことで自然と笑顔になり免疫力も↑グングン上がっていきます(^^)/ 

自宅でのストレッチなど簡単な体操を生活に取り入れながら日々の体力づくりに心がけ、時にはイベントに参加して交流する

ことは心も健康になりますね。皆さまありがとうございました♪ 

 

▲皮むき選手権の 
優勝候補？！でしたが・・ 

秋の健康ウォーク in 湯梨浜 

 

令和４年度 湯梨浜町観光ガイド養成講座 

県内の団体様 

 

 

 

 ▲東郷湖畔公園の温泉たまご 
専用の湯つぼは約 85 度。 
温泉の効能たっぷりのたまごを 
召し上がれ♪ 

▲参加者特典 
七福神の足湯めぐりが 
楽しめる縁起めぐりセット 

 

 

 
▲波関果樹生産組合 
森田大成 組合長 

▲第一回目養成講座 
「湯梨浜町の観光について」 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.tottori-guide.jp/zenkokuwari-tottori/  

⇚詳しくは HP をご覧ください 

<利用期間>2022 年 10 月 11 日（火）～12 月 20 日（火） 

21 日チェックアウトまで 
 
 

★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 

 

 

  

  

 

 

鳥取の蟹 2022年１１月６日（日）解禁 ! 
 

 
◆鳥取の代表的な冬の味覚である「松葉ガニ」。 

2022 年も冬の始まりを意味する「立冬」である 11 月 6 日に鳥取県ズワイガニ漁解禁が 

決定し、翌 3 月 20 日頃まで漁が行われます。 

解禁日前日の 5 日午後には関係者や家族に見送られた沖合底引き網漁船が港を出港。 

翌朝、一晩の漁を終え帰港した乗組員は初競りに向けての選別作業に大忙しとなります。 

（過去には、2020 年 11 月 7 日鳥取港で行われた初競りで 1 匹 500 万円の値が付き 

過去最高ギネス認定記録を更新しました） 

鳥取県でお馴染みの「松葉ガニ」とは成長したズワイガニの雄のことで、福井県の越前 

ガニと共に有名ですが、京都府の間人（たいざ）ガニ、石川県の加能ガニ、兵庫県の 

津居山ガニ、柴山ガニ、香住ガニ、浜坂ガニなど最近では地域のブランド化をはかるため 

地域や漁港の名前で呼ばれるものもあります。松葉ガニの名前の由来については諸説あり、はっきりとわかっていませんが、

「細長い脚の形が松葉のように見えるから」「漁師が浜で松葉を使って焼いたり茹でたりして食べたから」などと言われていま

す。松葉ガニという名称の記録で最も古いものは、天明 2 年（1782）鳥取藩の筆記係だった山田佐平太による公文書控えに 

よるもので、第 6 代鳥取藩主 池田治道が津山藩 松平越後守に松葉ガニを送ったと記されており、 

当時から大切な方への贈答品として選ばれていたようです。 

弘化 2 年（1845）に書かれた鳥取藩「町目付日記」のなかには、11 月 13 日御用座敷建て替 

えの棟上げの祝宴が用意された献立の「広蓋え杉盛口取」（前菜のようなもの）の中に「大花 

竹輪、松葉がに、焼玉子、みかん、焼津々実」などと記されています。 

このことにちなんで、鳥取県では 11 月の第 4 土曜日を「松葉ガニの日」としています。 

※2022 年は 11 月 26 日（土）が松葉ガニの日です。 

甲羅の大きさが 11 ㎝以上の松葉ガニにだけ船名の入った「タグ」が付き、鳥取 

県のブランド松葉ガニを選ぶ基準となりますが、平成 27 年にはより上質なカニ 

を消費者へ届けるため さらに上をゆくブランド松葉ガニ「特選とっとり松葉ガニ 

五輝星（いつきぼし）」が登場しました。 

五輝星は、①甲羅の幅が 13.5 ㎝以上②重さ 1.2 ㎏以上③脚が全て揃っている 

④鮮やかな色合い⑤身がぎっしり詰まっているという厳しい基準があり、各漁        

港の優れた目利き人により選定される松葉ガニのトップスターで、全体の 1.5％ 

に満たない大変希少なものです。 

また、「親ガニ（メスのカニ）」も大変美味しく オスのカニより安価であるため家庭でもよく食されています。メスはオスに比 

べて体が小さく、お腹にたくさん抱えた卵（外子）や濃厚な卵巣（内子）、カニ味噌は絶品♪ 茹でるのはもちろん、味噌汁や

炊き込みご飯、グラタンやパスタなど。熱烈な親ガニファンも多くいらっしゃいます(*‘ω‘ *)親ガニ漁は 11 月 6 日～12 月末

までとわずか 2 ヵ月ほど。外は寒くても季節のカニを味わって鳥取のアツい冬旅を楽しもう♪ 

 

    

 

     宿泊チャレンジでカニを当てよう      

キャンペーン期間中、宿泊チャレンジ対象宿泊施設に泊まって応募すると抽選で毎月１００名様に 

鳥取の旬のカニが当たります。（総勢 600 名様） 

     ＃推し旅チャレンジ        

みんなで「蟹×旅」の魅力をアピールしよう。毎月違うテーマに沿ったあなたの素敵な写真をイン 

スタグラムに投稿して蟹取県を PR してください。毎月 3 名様に抽選で素敵な商品が当たります。 

投稿期間/2022 年 10 月 1 日（土）～2023 年 2 月 28 日（火） 

<宿泊チャレンジ応募方法> 

➀web で応募 ②宿泊するお宿にあるパンフレットに印刷された応募ハガキで応募 

■ウェルカニキャンペーン HP では、蟹×旅スポット紹介やメルカリ×蟹取県がコラボした「メルカニ shops 祭」の紹介も

しています。ぜひチェックしてみてくださいね。 

蟹取県ウェルカニキャンペーン実施中 

<問合せ>鳥取県庁観光戦略課（0857）26-7271 https://kanitoriken.jp/ 

 

<キャンペーン期間>2022 年9月1日（木）～2023年2月28日（火） 

 

▲五輝星タグの松葉ガニ（生） 
 

 
 

▲蟹取県アンバサダー 
山崎怜奈さん（元乃木坂 46） 

▲鳥取県では「親ガニ」と呼ばれるメスの 
カニ。味噌汁や炊き込みご飯は絶品！ 

 

 

 

 

全国旅行支援 ウェルカニとっとり得々割 開始！  

 

https://www.tottori-guide.jp/zenkokuwari-tottori/
https://ameblo.jp/koji-tanimoto/
https://kanitoriken.jp/

