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●○●湯梨浜町観光協会●○●

ゆりはまにあ

〒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
メール yurihama-kankou@yurihama.jp
ＦＢ https://www.facebook.com/yurihamakannkou

２０１５年４月１０日発行(毎月１０日発行)

湯梨浜町観光協会♥会員募集中！！
盛りモリプランでなんと!!

ツアー料金（お一人様）
入館料・見学料・昼食代込
大人（中学生以上）3,000 円
小人（小学生以下）1,500 円

※期間中、毎週土曜日に運行します。

■鳥取県の魅力スポットが満載♪ 県内をぐる～りとらく～に楽
しめるお得なバスツアーが運行開始します。各施設の入館料、
見学料、昼食代の他、★嬉しい特典がついて、なんと！！お一人様３，０００円♪小学生以下は半額の
１，５００円ですよ。ご予約はお早めに(^^)
【申込・問合】株式会社農協観光 鳥取支店（0857）26-0602 FAX（0857）26-0652
http://www.nashinohana.com/events/3795/ ★電話か FAX でお申込み下さい。
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倉吉駅バスターミナル発

三朝温泉観光商工センター前発

はわい温泉・東郷温泉観光案内所発

８：３０

８：４５

９：００

倉吉白壁土蔵群・赤瓦

１０：５０～１１：４０

９：２０～１０：１０

大栄

白兎(はくと)神社

１２：３５～１２：５５

鳥取温泉・鳥取駅

１６：００

★「鳥取牛丼」or「海鮮丼」をお選びい
ただけます。さあ、あなたはどっち？

鳥取砂丘(砂丘会館)

砂の美術館

１３：２５～１３：５５

★すいかのソフトクリームサービス

●鳥取県の食を代表する「鳥取牛」
と「日本海の海の幸」

★瓶牛乳・ロールケーキ・白バラコーヒー・
大山サブレをプレゼント！お買物は 10％オフ
（一部対象外の商品があります）

★満願成就！ほどき紙プレゼント！

●道の駅登録第一号。新鮮な野
菜や果物、加工品などをお求め
いただけます。

１１：５０～１２：２０

●鳥取県下全域の牛乳を加工しており、搾乳
から製品化までの行程を見学

●赤瓦に漆喰壁の落ち着いた
風情のある街並みを自由に散策

道の駅

昼食★選べる「琴浦めし」

大山乳業よくばり工場見学

１４：２５～１５：０５

１５：１０～１５：４０

●大国主と八上姫の縁結びの
神でもある白兎を祀った神社。

●世界初「砂の彫刻」を展示
する美術館

★白兎起請文(きしょうもん)で
永遠の愛を誓ってみてはいかが。

★第８期展｢砂で世界旅行・ドイツ
編｣をご覧いただけます。

●東西１６キロ、南北 2.4 キ
ロに渡り広がる日本最大級の
鳥取大砂丘。
★らくだとのツーショット写真が
無料＆お買物割引券

鳥取空港

はわい温泉・東郷温泉観光案内所着

三朝温泉観光商工センター前着

１６：３０

１７：１０

１７：２５

鳥取空港

１７：４０

★すいかのソフトクリームサービ
ス

■「コナン列車」でツアー客が、用意されたチェッ［ツアー実施期間］4/29（水・祝）～11/23（月・祝）
クポイントで本格推理する JR 西日本の人気企画
「名
探偵コナンミステリーツアー」がついにふるさと鳥 ★対象商品を購入したツアー参加者が、現地で配布されるツ
取県に上陸！！観光協会では、このツアーで来られ アーブックを手に、鳥取県内に設置されたチェックポイント
をめぐり、ヒントを手掛かりにアニメの世界観で謎解きを楽
る県外観光客へのもてなし向上を図るため、ツアー しみながら周遊観光も楽しめちゃう♪
内容をはじめアニメ「名探偵コナン」について皆さ
まの理解を一層深めて頂くよう３月２４日（火）役 ①JR と宿泊がセットになった主な旅行会
②ツアー当日、鳥取市観光案内所・JR
場会議室にて、研修会を開催しました。
社の対象商品や、対象のトクトクきっぷ
倉吉駅内観光案内所・米子市観光案
研修には協会を含めた各団体より 11 名が参加され、 を購入（同時発券される「ツアーキット
内所のいずれかのスタートポイント
講師として、鳥取県漫画王国官房長の江原修氏にツ 引換券」を入手）
で、「ツアーキット」を引き換え
アーの概要を説明していただきました。次に「青山
剛昌ふるさと館」を訪問、合わせてコナン通りやコ
③ツアーキットの情報を元に、倉吉エリア
倉吉エリア：①倉吉白壁土蔵群観光案
ナン駅なども見学しました。
３ヶ所、米子エリア１ヶ所、鳥取エリア

[問合]名探偵コナン鳥取ミステリーツアー事務局
０１２０－２４８－５７９
9：00～18：00
ツアー専用 HP http://www.conan-tour.jp/

or 三朝エリアのいずれか 1 ヶ所の計５
ヶ所のチェックポイントを周って謎解く。

内所（赤瓦十号館）②大岳院
③鳥取二十世紀梨記念館なしっこ館
米子エリア：④とっとり花回廊

④ツアー終了後にプレゼントに応募する
と抽選でコナンのスペシャルグッズや地
元の特産品が当たります。

鳥取エリア：⑤砂の美術館
三朝エリア：⑤陣所の館

⑤正解はツアー終了後に週刊少年サンデ
ー誌面で発表。さらに「解答編」TV アニ
メで 12 月放送予定！！

※チェックポイントの他に、お楽しみ
ポイント、スペシャルお楽しみポイン
トもありますよ。

どちらか

■３月２１日（土祝・春分の日）に開催された相
田市（さあたいち）
。明治初期から続く伝統的な門
前市は、農具や種子などの売買を主とした朝市で
した。約１００年経った現在でも、会場の勝福寺
境内（湯梨浜町長瀬）は早朝から籠やひょうたん
などの伝統工芸品や種苗の市が並び、ゲームや飲
食、露店など、多くの人で賑いました。地域の伝
統から多くの学びがあるなかで、大人も子どもも
一緒になって楽しめる催しは大切な存在ですね。
湯梨浜の魅力を再発見した一日でした。

さ
あ
た
い
ち

見事に咲いた
サイネリア♪

■３月２２日（日）県外からのお客様
や、地元のお客様で賑やかに開催され
た「道の駅はわい春の感謝祭」。お馴染みの新鮮な野菜に果物に加え、
あまり出回らない珍しい食材や加工品も販売されていました。午前
9 時から始まった、空くじなしのガラポン抽選会では開始数分で・・
なんと一等賞が！！キッズコーナーのバルーンアートやヨーヨー釣
りも大人気でしたが、この日は風が強かった為予定よりも早いイベ
ン

ント終了 となり まし
た。道の駅はわいでは
今後も湯 梨浜の お買
物・立寄り処として楽
しい企画 等も考 案中
です。
[問合]道の駅はわい
（0858）35-3933

勝福寺境内には地元や近隣の
お客さまで大盛況！！露店も並んでいます。

湯梨浜町観光ガイドの会活動

■はわい温泉・東郷温泉に宿泊のお客様を対象に運行した鳥
取⇔大阪を結ぶカニバスは、平成２６年１２月１３日（土）
から始まり平成２７年３月３０日（月）大阪送りをラストに、
今年度も無事終了しました。
マイカーの普及による観光バス離れが懸念されるなか、平成
２６年７月からのバス運賃の値上がりも影響したせいか、カ
ニバスの利用人数は昨年より約５００人少ない約３，７００
人でした。

近鉄バスの
ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰさんと

お疲れさま
でした♪
こちらでーす

たくさんの出逢いに感謝
ご利用いただき
ありがとうございました。
★湯梨浜町観光ガイドの会のメンバーは、
２月～３月の添乗業務を担当。水明荘前
より乗車し、ガイド養成講座で学んだ事を生かしながら、湯梨浜の立
寄り処などの観光案内♪ときには、１０月～翌２月まで行われた「ウ
ェルカニキャンペーン」にちなんでカニキャップをかぶり乗車。
お客様に山陰路鳥取の雰囲気を味わっていただきましたよ。実際に、
カニを食べに兵庫から鳥取へと旅行先の変更をされた方もあったよ
うです。
（３月２４日（火）の山陰中央新報記事より）
「お出迎え」と「お見送り」という大切なシーンでの添乗業務はとて
も緊張しましたが、車内でのお客様との会話などは、その日その時だ
けしか経験できない貴重な空間。出逢いに感謝し、喜んでいただくの
はもちろん、二度三度と・・・
リピーターに繋がる仕事が出来れば良い
なと思います。これからも「湯梨浜町観
光ガイドの会」をよろしくお願いします。
【問合】湯梨浜町観光ガイドの会
（湯梨浜町観光協会）
（０８５８）３５－４０５２
お客様を乗せた千里山バス

はわい温泉・東郷温泉旅館組合 スッポン養殖事業

■温泉資源を利用して、｢美容｣「健康」
「長寿」をキーワードに、２０１３年８月から開始した「スッポン養殖事
業」から１年半。稚亀の頃とは想像もつかない程大きく成長し、３月２６日（水）東郷温泉 湖泉閣養生館でスッ
ポン料理のお披露目会が開催されました。試食会には宮脇正道湯梨浜町長をはじめ、今後のスッポンについての
共同開発アドバイザーとして協力依頼をした、鳥取短期大学食物栄養専攻の教授や学生さん、県の広報関係者、
旅館組合理事等２０人が出席され、養生館の岩本栄二料理長が創意工夫された４品がお披露目されました。コラ
ーゲンたっぷりの優良食材を使ったお料理は大変好評で、初めてスッポンを食された方も、深く濃い味わいに感
動♪今後は養殖技術の向上、産卵孵化の技術、各旅館へのスッポン料理の技術等の確立を目指していきます。
《スッポン鍋》
捌いたすっぽんをたっぷりのお酒、昆
布、水で丁寧に出汁をとること 4 時間。
全てのスッポン料理の決め手は濁りが
ないこのお出汁！香ばしい焼きネギ、
焼きモチ、針生姜がアクセント♪
《釜めし》
鍋の出汁を味付けし、縁側
等のコラーゲン豊富なスッ
ポンのお肉をほぐし、ふっ
くらと炊き上げました。

【問合】はわい温泉・東郷温泉旅館組合（０８５８）３５－４０５２

《雑炊》
すっぽんエキスをしっかりと吸
ったサラサラご飯が主役の雑
炊。シンプルな味付けにも納得
の一品です♪
《竜田揚げ》
ぷるぷるコラーゲンの下にはし
っかりとしたお肉があり、ぎゅ
～っと旨みを凝縮。
揚げても美味でございますっ!

FAX（０８５８）３５－４７０１

■水・土・環境すべてにこだわる安心の「わかば農法」で作りだした幻の逸品！！歩きやすく、摘みやすい
広～いハウスの中は２５度と暖かく、甘い香りに包まれてます。品種は、大粒で甘い「あきひめ」が主ですが、
今年から酸味も楽しめる甘酸っぱい「かおり野」が登場しました。園内スタッフが上手に摘むコツや、美味しいいちごの見分け方、
おすすめの食べ方を教えてくれますよ(^^)ご家族で、お友達同士、大好きなあの人と♥楽しいお時間をお過ごしください。
※園内ではゆりはまアイス（いちご）
、こだわりの干し芋も販売していますよ。詳しくはお問合せください。
[時間]８：００～

※いちごの熟成具合により休園することがあります。

※完全予約制、事前にご連絡下さい。
[品種]大粒で甘い「あき姫」・甘酸っぱい「とよのか」
[料金]大人 2,000 円(税込)
小人 1,000 円(税込)（３歳～小学生）
★３０分食べ放題！！開園は～6 月上旬まで
[問合・申込]小林農園 湯梨浜町原 1074－1
(0858)34－2064 090-1907－7058
★全国発送もしています。お問合せ下さい♪
http://www.tottori-shinyuki.com/index.html

●わかば農法とは●
上質な有機物を植物が吸収
しやすい状態にし、微生物や
酵素をプラスすることで、化
学肥料や農薬の多様で荒廃
した土壌を生き返らせ、健全
で病気に強い農作物を作る
方法です。
「ソフト干物炭火焼」や、地元で捕れた新鮮な魚を加工してフ
ライにし、イタヤガイ型のバンズを使用した café ippo の「貝
殻フィッシュバーガー」の屋台もイベントを盛り上げてくれま
した。２日間の来館者数は約４５０人、多くのお客さまで賑い
ました。
★館内にある牛骨ラーメンの
お店「ゆとろぎ」11：00～
◀写真は醤油ラーメン５５０円
■東郷温泉のお湯を利用した温泉
あっさりとした中に、牛骨でとったス
ープの旨みがギュッ♪
保養施設「ゆアシス東郷龍鳳閣」は、
今年で開館２０周年を迎えます。
20 年間のご愛顧に感謝を込めて、4 月５日（日）２０周年記念イベ
ントが行われました。水着エリアで行われた「水着でビンゴ大会」は、
午前の回には約 60 人、午後の回には約 100 人の参加があり、数字が
【期間】5/2(土)～5/6(水・祝)１５：００～
読み上げられる度に大きな歓声が上がっていました♪外はあいにく
★水着エリアご利用のお客様が対象です。
の雨模様でしたが、スタンプラリーでお風呂の利用券と特産品がもら
燕趙園前広場飲茶屋台「老龍頭飯店」オープン！
える「東郷湖周ウォーキング（6 キロ）
（１２キロ）
」や、屋内ではエ
ミニ肉まん、水餃子などを販売しています♪
アロビクス教室も開催されました。鳥取中部発 B 級グルメの牛骨ラー
[問合]ゆアシス東郷龍鳳閣
営 10：00～21：30
メン、泊漁港サカナクワイヤの捕れたての魚を独自の製法で加工した
（0858）32-2622 （水着エリアは 21:00 まで）

★1,200 株 5,000 輪の牡丹が植
えられています。

4/25(土)～4/29(水・祝)

★龍踊りや中国獅子舞をはじめとする中国文
化に触れられるイベントや、家族で楽しめる
イベントも満載です。
【期間中毎日開催】
★チャイナでぼたん園(9：00～16：00)
チャイナドレスレンタルで記念写真を
プレゼント♪
(料金大人 500 円 小人 300 円)
4/25(土)、26 日(日)、２９日(水・祝)
★天天（テンテン）飛飛(フェイフェイ)
ふれあい記念撮影 10 時～/14 時～
★花しょうぶ苗販売 ★屋台村

●●燕趙園開園２０周年記念●●
胡弓・琵琶コンサート ～中国悠久の調べ～
5/3(日)～６日(水)４日間限定
11：00～/14：10～（各回約２５分）
場所：集粋館
●●２０周年記念中国雑技ショー●●
四川美女雑技団 ～特別来日公演～
5/3(日)～
９：３0～/1３：３0～/15：00～
（各回約２５分）
場所：集粋館
※観覧は無料ですが、入園料が必要です。

【問合】中国庭園燕趙園(0858)32-2180
http://www.encho-en.com/

■砂の美術館は 2006 年に砂像彫刻の展示を
スタートさせて以来、毎年テーマを変え世界
トップクラスの砂像彫刻家が繊細で存在感の
ある作品を作り出し、２５０万人を超える来
場者に衝撃と感動を与えてきました。
第８期の展示のテーマは「砂で世界旅行・
ドイツ編 中世の面影とおとぎの国を訪ね
て」世界の名城２５選第一位にも選ばれたノ
イシュバンシュタイン城をはじめ、中世の面
影が色濃く残る町並みや、
「ヘンゼルとグレーテル」
「赤ずきん」
「白雪姫」な
どで有名なグリム童話の誕生した国「ドイツ」を砂で表現します。
制作には世界１０カ国から１９人の砂像彫刻家が作業に取り組み、砂の量は
２５３１トン！！幻想的、かつ繊細で圧倒的スケールの砂像の世界をお楽し
みください。

第８期展示期間 平成２７年４月１８日（土）～平成２８年１月３日（日）
[料金]一般/６００円（５００円）
・小中高校生/３００円（２００円）
※（
）内は２０名以上の団体料金
[時間]９：００～２０：００（最終入館：１９：３０）
[問合]砂の美術館 〒689-0105 鳥取市福部町湯山 2083-17
（０８５７）２０－２２３１ FAX（０８５７）２０－２２３２
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♥SUN-IN 未来ウォーク♥
参加者募集

[開催]６月６日（土）
・７日（日）
[主会場]鳥取県・倉吉パークスクエア
１５周年記念大会の今年は、抽選会など
のイベントや参加者特典が盛りだくさ
ん！！鳥取県中部の自然、食、文化を楽
しみながら歩いてみませんか。

湯『倭文神社例祭』
安産・子授けの神をお祀りする伯耆国一ノ宮の例祭で
す。お神輿、稚児行列も出ますよ。

[日時]５月１日（金）
[時間]10：00～神事 14：00 頃～お神輿
[場所]倭文神社境内 Ｐあり
※前夜祭４月 3０日（木）
１９：００～かがり火祭

[問合]倭文神社（０８５８）３２－１９８５

湯『九品山会式』
旧暦 3 月１４日から１５日にかけて行われる歴史あ
る供養です。心を添えてお参りしましょう。露店も並
び大変賑やかです♪

[日時]５月２日（土）１２：００～
５月３日（日）１４：００～
流れ勧請、中将姫練り供養
[場所]九品山大伝寺境内 湯梨浜町引地
倉『しだれ桜の里まつり

私の好きなしだれ桜コンテスト』

しだれ桜の群植地で写真コンテスト

[開催]４月１日（水）～4 月１5 日（水）
※4/6、4/13、4/20 は休館
[課題]伯耆しあわせの郷・しだれ桜」
サイズ：カラープリントＡ４以上
出展数：1 人 5 点まで
審査員：福島多暉夫（JPA 日本写真家協会理事）
特選：賞金 2 万円（1 点)
新人賞：賞金 1 万円（1 点）※4 月３０日締切
入選：賞金 5 千円（４点）表彰：6 月上旬頃
★投票者の中から抽選で素敵な商品を差し上げます。

[問合]伯耆しあわせの郷 (0858)26-5581
倉『フィギュア博覧会』

６日:里見八犬伝・国鉄廃線跡４０キロ、名探偵コナン・琴浦さん 22 キロ、遥
ねんどろいど 500 体の他、様々なフィギュアを展示。
かなまち倉吉１０キロ、赤瓦白壁土蔵群５キロ、打吹トレイル７キロ、歩育３キ
イベントでしか手に入らない限定グッズや販売コー
ロ
ナーもあります。 ★入館料無料
７日:はわい・東郷湖３０キロ、開湯８５０年三朝温泉２０キロ、天神川・倉吉
[開催]４月 2 日（木）～５月１０日（日）
駅１０キロ、川と緑の彫刻５キロ、歩育３キロ
[時間]９：００～１７：００(最終入館 16：30）
[参加費]一般事前申し込み 1,800 円（当日 2,000 円）大学、専門学生 500 円
※4/6、4/13、4/20 は休館
※高校生以下無料 一日、両日参加共料金は変わりません。
[会場]倉吉博物館 第５展示室
[申込方法]各所設置のパンフレットに必要事項を記入し参加費を郵便振替
[問合]倉吉市役所商工課 (0858)22-8129
※申込締切：５月２７日（水）必着
湯・・・湯梨浜イベント 倉・・・倉吉市イベント
[申込・問合]未来ウォーク実行委員会 倉吉市上井 320-11
専用携帯電話 090－9730－1089 電話＆FAX（０８５８）２７－０１０１
≪湯梨浜イベント日程≫
受付時間 9：00～17：00 ※固定電話は、土日祝は受付しておりません。
★ホタルバス運行 6/6(土)～6/21(日)

★ハワイアンフェスティバル 7/4(土)・7/5(日)
★水郷祭 7/19(日)
★とまり夏まつり 7/25(土)
温泉 de プレミアム宿泊券「とっとりで待っとるけん」をご利用下さい
★アロハカーニバル 2015 6/11(木)～8/31(月)
★サマーわくわくフラダンスショー
【利用期間】４月１３日（月）チェックイン分 7/18(土)・7/25(土)・7/26(日)・8/1(土)・
＊
～１１月１日（日）チェックアウト分まで
8/2(日)・8/8(土)・8/9(日)
【利用場所】鳥取県内の取扱対象宿泊施設
★燕趙園花火 8/2２(土)
（ホテル・旅館・民宿・民泊）で使用可能です。 ※詳細は順次お知らせいたします。
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★はわい温泉のお宿９軒、東郷温泉のお宿２軒
でご利用いただけます。
直接お宿へお申込み下さい。
【利用内容】宿泊代及び宿泊代と一緒に宿泊施
設フロントで精算するサービス代
(お土産購入代金も含まれます)
※ご利用条件等はコチラにお問合せ下さい↓
↓
【問合】プレミアム宿泊券とっとりで待っとるけん事務局

（0857）22-8818

http://www.tottori-guide.jp/mattoruken/

湯梨浜町観光協会では、協会に加入していただき町の
観光事業にご協力いただける会員を募集しています。
毎月「ゆりはまにあ」の郵送の他、協会の facebook
等でも、
お店やイベントの PR をさせていただきます。
詳しくは、当協会までお問合せ下さい。
(０８５８)３５-４０５２ 年会費：２,０００円

