
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
 

 

 

 

因幡伯耆國 干支所縁十二神社と開運八神社巡り 
自分だけの御利益グッズを完成させる旅に出よう 令和 5年 卯年 

         ◆年々ファンが増えつつある因幡伯耆國開運八社巡り企画（鳥取県観光連盟）に所縁十二神社とご利 

益グッズなどの新アイテムが加わり「因幡伯耆國 干支所縁十二神社と開運八社巡り」としてスタート 

します。鳥取県の中西部（旧伯耆国）は古来より砂鉄が採れることから「たたら文化」が隆盛した歴史を持っています。 

縁起の良い名で知られる「金持（かもち）神社」の名前は、「鉄（かね）」を「金」と読むことに由来すると言われ、「樂樂福（さ

さふく）神社」の伝来は「ささ」が砂鉄のことであり、「ふく」は製鉄炉への送風の意味であると伝えられています。 

開運八神社も「福」の字を冠した神社が多く、古来よりたたら製鉄がおこなわれていた名残であるとも言われています。 

このたたら文化を今に伝える縁起の良い名前の神社八社に、来年の干支である「卯」に因んだ「白兎神社」とあわせて卯年  

干支所縁十二神社巡りをお楽しみください。 

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

             

 

 

 

干支（所縁） 神社名 住所

子（健康長寿） 粟嶋（あわしま）神社 米子市彦名町1404

丑（牛馬守護神） 大神山（おおがみやま）神社 米子市尾高1025

寅（文武上達） 賀露（かろ）神社 鳥取市賀露町北1-21-8

卯（縁結び・病気平癒） 白兎（はくと）神社 鳥取市白兎603

辰（家内安全・牛馬守護神）神崎（かんざき）神社 琴浦町赤碕210

巳（商売繁盛・金運上昇） 江嶋（えじま）神社 若桜町三倉429-138

午（五穀豊穣・運気上昇） 天神垣（あめのかみがき）神社 米子市淀江町福岡1016

未（五穀豊穣） 聖（ひじり）神社 鳥取市行徳2丁目705

申（厄除け・子孫繁栄） 日吉（ひえ）神社 鳥取市布勢469

酉（五穀豊穣）
天日名鳥命

（あめのひなどりのみこと）神社
鳥取市大畑874

戌（安産の神） 倭文（しとり）神社 湯梨浜町大字宮内754

亥（再起の神） 赤猪岩（あかいいわ）神社 南部町寺内232

干支所縁十二神社 

 

所縁 神社名 住所

福が積み重なる 福積（ふくづみ）神社 倉吉市福積719

富貴が増す 富増（とみます）神社 米子市富益町936

幸運と富貴を招く 福富（ふくどみ）神社 倉吉市福富326

豊かさと繁栄を招く 豊樂（とよさか）神社 東伯郡琴浦町勝田245

福に成る、成功祈願 福成（ふくなり）神社 日野郡日南町神戸上2317

新しい生活と幸福を招く 樂樂福（ささふく）神社 日野郡日南町宮内1101

金運上昇 金持（かもち）神社 日野郡日野町金持74

幸運を呼び込み繁栄を招く 福榮（ふくさかえ）神社 日野郡日南町神福1247

開運八神社 

  

 

⛩因幡伯耆國開運グッズ⛩ 

卯年所縁/白兎神社（縁結び・病気平癒） 

◆日本最古の書物「古事記」の一節である神話 

「因幡の白兎」に登場する白兎神を主神に保食

神、豊玉比売（豊玉姫命）が祀られ、日本医療発

祥、大国主命と八上姫との縁を取り持たれたこと

から日本最古の恋物語の地としても知られてい

ます。平成 22 年には「恋人の聖地」に選定され、

縁結びスポットとしてますます人気が高まって

います。境内には「身洗池」があり、大国主命の

教えで白兎神が傷口を洗いがまの穂にくるまっ

た場所とされています。 

 

 

開運手ぬぐい/招運福紗取扱所《中部》※東部・西部でも取り扱っています。 
●はわい温泉・東郷温泉観光案内所(0858)35-4052  

●JR 倉吉駅内観光案内所(0858)24-5370  

●琴浦町観光協会（道の駅琴の浦 道路・観光情報棟内）(0858)55-7811 

●倉吉白壁土蔵群観光案内所(赤瓦十号館) (0858)22-1200 

●三朝温泉ほっとプラ座(三朝温泉観光協会) (0858)43-0431 

<開運八社巡りに関するお問合せ】(公社)鳥取県観光連盟 (0857)39-2111  

https://www.tottori-guide.jp/kaiun-meguri/ 

 

  

 

福よ、カモーン♪ 

http://www.yurihama-kankou.jp/
https://www.facebook.com/yurihamakannkou
https://www.tottori-guide.jp/kaiun-meguri/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東郷小学校4年生が伯耆国一ノ宮倭文神社を観光ガイド♪

 
「東郷の魅力発信ガイド」によるオープンデイ開催

 

12/12（月）12/14（水） 
いよいよ本番を迎えました！ 

 

 

 

  ▲ガイドの会 田渕会長より東郷の魅力発信ガイド認定証と
認定バッジが授与されました 
バッジが授与されました 

◆東郷小学校 4 年生の児童に、観光ガイドを通じたおもてなしを体験していただく取り 

組みもいよいよ本番を迎えました。前回のゆりはまにあでお伝えした倭文神社ガイド 

練習会以降、児童は案内時に使用するイラストや写真パネルを自分なりに工夫して作成し、 

それぞれが考えたニックネーム入りの名刺や、一人が一枚「小学年生が暴く 倭文神社 

の秘密（ミステリー）～知られざる倭文神社について～」 

「えっそうなの！びっくりぎょうてんガイド～自然いっぱい 

倭文神社の秘密～」「湯梨浜初めての小学生ガイド体験！スペ 

シャルガイド～知るとくるのが楽しみになる倭文神社」など 

楽しいキャッチコピーがウリのチラシも作成しました。 

迎えた 12 月 8 日（木）学校で行われた最終リハーサル 

モニターに映された案内ポイントに沿って、順に案内を始めま 

した。「えっ、すごい。上手くなってる！( ﾟДﾟ)」 

練習会から 2 週間弱、皆の成長ぶりに驚きながらお客様になった 

つもりで一人一人のガイド案内に耳を傾けました。リハーサルを終え、更なるスキルアップを目指して友達やガイドの会メンバ

ーからアドバイスを受けます。さらに名刺交換の仕方や声の出し方などを学ぶ“プチおもてなし講座”を終え、いよいよ湯梨浜町

観光ガイドの会 田渕会長より東郷の魅力発信ガイドの認定ジャッジが下されます。 

児童たちの視線を一堂に集めた田渕会長が前へ。手には「認定します😆」「認定しません😢」のプラカード。 

「会長、４年生のみんなは倭文神社の歴史について知りお客様へその魅力を伝えようと努力してきました。本番に向けての準備

も万全です。東郷小学校 4 年生を東郷の魅力発信ガイドとして認定しますか、認定しませんか」 

さあ、会長の判定は？「認定しま・・・・・す！！」やりました！見事ニッコリマークの付いたプラカードが上がりました。 

「やった～！」歓声と共に大きな拍手で喜ぶ児童たち(≧▽≦) こうして無事 田渕会長より「東郷の魅力発信ガイド」としての認

定証とオリジナルの認定バッジが授与されました。 

12 月 12 日（月）曇り いよいよ本番です。この日の担当は 1 組。雨の心配は無いとはいえ、寒空の下どれだけのお客様がい 

らっしゃるのでしょうか。期待と不安が入り混じります。 

9：50 分、1 組がバスで倭文神社へ到着しました。 

                              「緊張する～」とドキドキしている様子の東郷の魅力発信 

                               ガイドさんたち。観光ガイド時間は 10：10 からの 1 時間。 

                               準備を整え、見守り役のガイドの会メンバー（ガイド養成 

講座参加者含）と共に境内 13 カ所の案内ポイントにスタ 

ンバイしました。 

                              「こんにちは。We love 東郷♡東郷の魅力発信ガイドの 

                               〇〇と申します。短い間ですがどうぞよろしくお願いいたし

ます。」と、準備した名刺（名前は自分で考えたニックネー

ム）をお客様へお渡ししました。 

「あら！！名刺もいただけるんですね」と嬉しそうに受け取 

ってくださったお客様。招待したご家族の方以外にも、県外から全国の倭文神社巡りをされている方や七五三や神前式など、一

般の参拝者にもご案内をすることができ、お祝い事を身近に感じられ、児童にとってもお客様にとっても一層特別な日、特別な

場所になりました。 

12 月 14 日（水） 雪 この日の担当は 2 組。 

普段学校では禁止されている “カイロ”も特別に解禁(*´з`) 

寒さ対策をしっかりと行い、倭文神社へ到着しました。 

神社では、皆を守るかのように降る雪を大きな枝葉でさえ 

ぎりながらどっしりと佇む大木たちが待ち構えています。 

ガイドの会メンバーも一緒に安産岩、夫婦岩、神話、随身 

門、ウコン桜、経塚、手水舎、狛犬、社務所（お守り）、 

ムクロジ・拝殿・本殿・御神木の案内ポイントへ。 

さあ、始まります。不安をよそに駐車場はいっぱい!(^^)! 

この日もご家族の方だけでなく地域の方も次々とお越し 

になり、準備した名刺はすっかり無くなってしまいました。「緊張」からスタートしたガイド案内も回数を重ねるごとにだんだん 

と「自信」へと変わっていくのでした。みんなの台本は、本文の重要点にマーカーを引いたり、目標や当日の準備品など、 

細かいことまで書き込まれ、読み込まれてすっかりヨレヨレ。写真やイラスト、神様の名前をクイズに 

するなどお客様を飽きさせない案内の工夫も多く見られ参拝者に大変喜んでいただきました。 

この度の体験によりふるさとの歴史を知り、校長先生をはじめ担任の先生や神社の宮司さん禰宜さん、 

地域の大人たちからのヒントやアドバイスを得て、伝えることの大切さや難しさ、相手の 

ことを思いやる おもてなしの心も学ばれました。「たくさんの方がこの寒い中、神社に 

来てみんなの案内を聞きに来てくれたということは、皆が見守って応援しているという 

こと、愛されているということです」という田渕会長の話に、皆に笑顔があふれました。

7                 ガイドの会もまた、子どもたちから大きな力をもらうことができ、ご協力いただきました 

皆様に感謝を申し上げます。ありがとうございました。来年以降もまた地域の子どもたち 

と一緒に何かできたらなぁ(*’▽’) 引き続きどうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

▲七五三で参拝されたお客様へ 
拝殿横の「無患子（ムクロジ）」 
についてのご案内 

湯梨浜町観光ガイドの会（湯梨浜町観光協会）(0858)35-4052 

        

 

 

▲案内を終え、振り返り 
緊張した人？にほぼ全員の手が 
上がりました(*´з`) 

 
 

▲東郷の魅力発信ガイドの案内台本と名刺 
（名刺の名前は自分で考えたニックネーム♪） 
 

▲山陰地方に多い構え獅子型の 
狛犬についてのご案内 

▲下照姫命にまつわる神話をひも
といていきます 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

冬のほっこりお茶会 
 

 

 

 
▲地域おこし協力隊 

太田有香さん 

         ◆12 月に入り寒さも本格的になってきましたが、そんな時に欲しくなる温かいお茶。 

温かい飲み物は体を温めるのはもちろん、気持ちを和らげ、リラックス効果も抜群なのです。 

12 月 7 日（水）午前の部、午後の部と 2 回に分けて総合相談センターどれみにて、冬にぴっ 

たりのお茶を飲み比べる 「冬のほっこりお茶会」が開催されました。 

講師を務めたのは 10 月から湯梨浜町へ移住し地域おこし協力隊として赴任された太田有香さん。京都在住中に、 

「お茶」と出会い、茶道を始めながら奥深いお茶の世界へと惹きこまれていったそうです。 

後に“メディカルハーブコーディネーター“や”日本茶アドバイザー“などの資格も習得し、お茶の効果・効能は 

もちろん茶器や工芸・民藝、日本文化にも興味が広がっていったということです。 

一番初めにいただいたのは京都老舗店の「かりがねほうじ茶」(‘’ω’’) かりがねとは、上質 

な煎茶や玉露を作る際に出た茎の部分だけを集めたもので、葉の部分よりも甘みや旨味、香り 

成分を多く含むと言われています。ほうじ茶の色といえば茶色ですが、ほうじ茶は実は緑茶の 

一種で茶葉を焙じて（焙煎）作られているのです。また、葉の部分と比べてカテキンも少なく 

苦味も少ないためさっぱりと飲みやすくまさにリラックスのお茶として幅広い年齢層に親しま 

れています。さて、かりがねほうじ茶のお味は？ 

湯気だけで感じる 透き通るような芳ばしさに驚きながらゆっくりと一口。参加者同士が顔を 

見合わせ“美味しいね”と目で合図( *´艸｀)してしまうほど 香りと共にフレッシュな茎の甘み 

も感じられ、何とも言えない上品で優しい味わいです♪ 

その後も和紅茶やハーブティー、ブレンドティーなどお茶の効果や美味しさを引き立てる淹れ 

方でいただき、大変貴重な時間を過ごすことができました。 

参加者同士の交流も楽しみの一つであるこのような地域活動は、暮らしを豊かにする小さな拠 

点として大きな役割を果たしています。今回のテーマは「お茶」。自分だけでなく、相手の健康 

を気遣うお茶、おもてなしのお茶として今まで以上に丁寧に淹れて差し上げたいと思います。 

 

 

 

            

 

足湯      をライトアップ 

 

恵比寿の湯  

湯梨ミネーション 2022 

  

◆昨年に引き続き「子供に出会いを！」 

をテーマに鳥取県中部を拠点に活動する 

ボランティア団体「MCC」（田中代表） 

による恵比寿の湯（足湯/はわい温泉 

旅館水郷ナナメ前）のライトアップが 12 月 17 日（土） 

～12 月 25 日（日）まで行われ、多くのお客様を魅了 

しました。浴槽の向こうにある格子状の囲い部分に地域の子どもたちが梨袋に描いたイラスト貼り、囲いの向こうのソテツの植

栽に光を施します。12 月 17 日（土）午後 5 時 30 分、お手伝いをしてくれた子どもたちを迎えての点灯式。 

5 秒前からのカウントダウン後、青色をメインとした華やかで温かい手作りの光が天井や湯面に 

映し出され、温泉街を照らしました。 

ライトアップ期間中は、普段よりも多いお客様で賑わっており足湯を利用したご夫婦より「温泉 

も温かいけれど、子どもたちのイラストが心を温かくしますね」と大変嬉しいお言葉をいただき 

ました。MCC では、24 日のクリスマスイブ限定でお家の方の代わりにサンタクロースに扮した 

MCC メンバーがお子様にプレゼントを渡す「サンタプロジェクト」も行われ、子どもたちの笑 

顔に触れました。今後の活動も見逃せません(*‘ω‘ *) 

https://www.instagram.com/meecount.creators.club/ 

 

              

 

 

 

▲梨袋に描かれた子どもたちの   ▲完成した湯梨ミネーションに 
イラスト             照らされた恵比寿の湯 

 

 

 

 

地域おこし協力隊企画 

 

心と身体が軽くなるヨガ 
地域おこし協力隊企画 
  予約受付中！ 

◆初めての方やカラダが硬い方も大歓迎！カラダをゆったり緩めたい方にもおススメ♪  

令和 5 年 1 月の 4 日間、地域おこし協力隊 池本亜希子さんを講師に 町内 4 カ所で「ヨガ教室」を 

開催します。 

ヨガとは古代インドの宗教や文学で用いられた共通語であるサンスクリット語の動詞の語源である 

「yuj｣から派生し｢Yoga｣になったといわれ、心の安定を目的にしたエクササイズとして人気が高 

まっています。寒い冬を乗り越えるために一緒に身体をゆったりと動かしましょう♪ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日         時 会         場

➀1月  5日（木）10:00～11:15 総合相談センターどれみ

②1月12日（木）10:00～11:15 湯梨浜町中央公民館（第４会議室）

③1月19日（木）10:00～11:15 湯梨浜町中央公民館泊分館（研修室２）

④1月24日（火）10:00～11:15 湯梨浜町中央公民館羽合分館（会議室B）

 

参加費/お一人様 500 円 
★各回 5 名様とさせていただきます 

参加締切は各回前日 12 時まで 
お申込みは 地域おこし協力隊 池本まで 
 090-5327-5109  (0858)32-0801 
④1 月 24 日（火）のみ「育-HAGU-」 
スタッフによるお子様見守りサービスを 
 実施します。安心してお子様とご参加 
  ください。お待ちしております。 
 

 

ヨガマットもあるよ！ 

https://www.instagram.com/meecount.creators.club/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<中国庭園燕趙園> お正月の特別企画がもりだくさん 

★1/1 けん玉パフォーマンスショー（10:00～/14:00～） 

<けん玉師 しげきひろし氏> けん玉全国大会優勝 V10 達成 

日本で数少ないけん玉パフォーマー！高速の糸なしけん玉やダイナ

ミックな空中技の連続。圧巻の演舞をご覧あれ♪ 

★1/2 逢鷲太鼓（10:00～/14:00～） 

★1/3 獅子舞＆和風ジャグリングショー 

（10:00～/14:00～） 

<ジャグラー みぞん> 大道芸界の若獅子 

折り紙つきの技術力であらゆる物をジャグリング。 

獅子の如くパワーと瞬発力を兼ね備えた、ダイナミックなジャグリン

グショーをお楽しみください。 

        3 日間は燕趙園からのお年玉企画          

入園チケット１枚につき１回おみくじを引くことが出来ま

す。ハズレナシ！その場で豪華商品が当たるかも♪  

★1 日 3 回（9:30/13:30/15:00）開催される雑技ショーも

必見です。TEL（0858）32－2180 

＜入園料大人 500 円/小人 200 円> 

<道の駅燕趙園> お正月のふるまい＆ガラポン抽選会 

★1/1 10:30～手作りぜんざいふるまい 

★1/2 10:30～豚汁ふるまい 

★1/1・1/2・1/3 正月遊びコーナー 

（コマ・けん玉・羽根つき） 

お楽しみ福袋も販売します♪TEL(0858)32－2184 

<中国雑貨とスイーツのお店 老龍頭> 

ワクワクする中国雑貨が詰まったお楽しみ 

福袋を販売します。どうぞお立ち寄りください。 

TEL（0858）32-2677 

<レストラン豊味園> 

お正月も休まず営業します。TEL（0858）48-6336 

<ゆアシス東郷龍鳳閣> 一年の計は温泉にあり♪ 
1/1・1/2・1/3 の 3 日間、入浴ご利用のお客様先着 100 名

に湯梨浜せんべいをプレゼント♪ 

TEL（0858）32-2622 

※ハワイゆ～たうんでも先着 100 名様に 

湯梨浜せんべいプレゼント 

 

伯耆国の玄関口 泊の歴史展 開催中 

 

湯梨浜町中央公民館泊分館開館記念特別展 

 

 

ちょっと出かけてみようよ！ 

 

 

中国庭園燕趙園エリアへ GO 

 

★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  

いらっしゃいませ♪ 

 

  

 

 

 

 

 

 

◆伯耆と因幡の境に位置し、日本海を望む泊地域は、古来より

陸上・海上交通の要所として栄えました。国内製の銅鏡や坪型

の埴輪など貴重な考古学遺物をはじめ、古代山陰道遺跡、山名

氏の山城である河口城、木食上人作の仏像、県内屈指の漁具コ

レクションなど、泊の歴史を総合的に紹介する歴史展です。 

 <展示期間> 

令和 4 年 12 月 10 日（土） 

 ～令和 5 年 1 月 31 日（火） 

<展示時間>9:00～17:00 

<入場料>無料 

問合せ/町教育委員会生涯学習・

人権推進課（0858）35-5367 

 

 

 

  

Team Osei 代表 お晴さん  

  

「湯梨浜町泊歴史民俗資料館」もどうぞ 

泊の気候や自然条件に合わせ住民相互の社会生活の中で創造

され工夫、改善された 日常生活に関する風俗習慣や日常生活

用具など約 3,000 点が展示されています。 

<入館料>大人 100 円/小・中学生 50 円 休年末年始 

<開館時間>9：00～16：30 見学をご希望の方は、湯梨浜町

中央公民館泊分館（0858）34-3011 へお越しください。 

◆皆様、こんにちは。TeamOsei 代表のお晴
（せい）です。落ち着きそうで落ち着かなかった 2022 年の
新型コロナウィルス感染症拡大ですが、そんなコロナ禍であ
っても私共のチームは更に躍進いたしました。 
10 月 演歌の高垣ひろ実さん 25 周年、11 月シャンソンの柳
井沙羅さん 35 周年とそれぞれの記念コンサートで大成功。 
5 月にチームが NHK 鳥取放送局様の番組「いろドリ」にて取
り上げられたことがきっかけとなり、12 月恒例の 
「第 8 回地産地唱紅白歌合戦」 
の収録へと繋がりました。 
もちろんゲスト審査員として 
NHK 鳥取放送局の局長様に 
お越しいただきました。 
本当に有難いことです。 
有難いと言えば、本年の紅白は 
11 月初旬にはチケット完売。 
104 名という満員御礼を記録しました。 
こんなことは初めてです。地域の皆様に深く深く感謝申し上
げます。それでは皆様、どうぞ良いお年をお迎えくださいま
せ。2023 年も Team Osei をどうぞよろしくお願い 
いたします。 

 

 

 

 

湯梨浜町観光大使 

 はわい東郷 浮乃  
 

▲「ゆアシス東郷龍鳳閣」VERSION 

◀
は
わ
い
温
泉 

旅
館
「
水
郷
」V

E
R

S
IO

N
 

▲はわい温泉「鹿鳴館」VERSION 右

ん 
ゆりはまにあをご愛読の皆様へ    

 
今年も残すところ数日と 

なりました。今年を振り返りますと、温泉むすめ「はわい東郷 
浮乃」としては一言では言い表せないくらい内容の濃い一年で
した。一番最初に温泉むすめについてお話したのは 
1 月 7 日の旅館組合新年会でした。ただその頃は、組合員の 
誰もが今一つ良く分かっていなかったのですがこのキャラク
ターについての話で盛り上がったのを覚えています。 
その後、4 月 15 日にパネルのお披露目をしてから 11 月 3 日
までの約 6 ヶ月半はこちらが思い描いていた以上のスピード
で物事がどんどん進んでいき、あっという間に当初プロジェク
トの第一目標にしていた「観光大使」になることが実現しまし
た。 
今年は本当にぽかさん（ファンの呼び名）にお支えいただいた
一年でした。この学びを糧に来年は「はわい東郷浮乃」の 
キャラクターの特性を活かしたプロジェクトで、皆様の来訪促
進に繋げ、新たな景色を見たいと思っています。今年一年 

応援いただき本当にありがとうございました。 
来年も引き続きご愛顧の程よろしくお願いい 
たします。はわい温泉・東郷温泉旅館組合 

 

https://ameblo.jp/koji-tanimoto/

