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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

ゆりはまにあ

TEL(0858)35-4052 FAX(0858)35-4701
メール yurihama-kankou@yurihama.jp
ＦＢ https://www.facebook.com/yurihamakannkou

２０１５年２月１０日発行(毎月１０日発行)

湯梨浜町観光協会♥会員募集中！！

■ゆりはまを愛すプロジェクトは、地元食材・素材を使用した、１
４種類のご当地アイスを製作・販売しています。「アイス=愛す」
をキーワードに「全ての愛を深める町、湯梨浜」としてこの春、恋
活イベントを開催します。春に向けて ALOHA な恋をしませんか？

[開催]２０１５年３月１４日（土）

参加者

[時間]13：30～19：00（受付 13：10～）
募集中
※参加には事前予約が必要です。
[メイン会場]Café ippo 湯梨浜町南谷 573
[応募対象] 男性：25 歳～50 歳
♥湯梨浜町内在住か町内勤務の独身者
女性：25 歳～45 歳
♥町内外を問いません
[募集人数]男女各２０名前後 ※応募者多数の場合抽選
[参加費] 男性：5,000 円 女性：2,000 円
[参加者応募期間]2 月１日（日）～２月２８日（土）
[応募方法]恋活チラシ裏面の申込用紙に記入し、FAX 及び
郵送。または下記の QR コードよりメールでのお申込み。

Café ippo
開会
紹介タイム
お見合いタイム

♥当選者には参加費のお支払等についてご連絡します。

いちご摘み体験
（小林農園）

ゆりはまアイスを使った
Café ippo
スイーツ作り
交流パーティ（フリータイム）

★１４種類のゆりはまアイスと
摘みたていちごを使ったスイーツ作り

告白タイム
閉会

[参加申込・問合]ゆりはまを愛すプロジェクト事務局（湯梨浜町観光協会）℡(0858)35‐4052
■この時期になるとなぜかソワソワしてしまう貴女は
きっと乙女です(*^^)お友達や、お世話になった方、
大好きなあの人へ♥そして自分自身へのご褒美にも。
「逆チョコ」で彼女のハートをグッと掴むのもオスス
メですよ。そんな自信作をチョコっと紹介します。

お目あての
お品は
早めにネ♪

Fax (0858)35‐4701
店内には足湯
(大黒天の湯)
もあります

♥ランチにスイーツ、パンにドリンク♪最高のロケーションで
足湯にも入れちゃうとっておきのお店。地元の素材を使ったカ
ラフルな焼き菓子の詰め合わせはいかがですか。
入口右手、ガラスの向こうではバウムクーヘンを焼いている様
子が見えますよ。
【ぱにーに湯梨浜店】湯梨浜町旭２７
営 9：00～18：00（0858）24-4722
パンと一緒に挽
きたてのコーヒ
ーをどうぞ

♥あま～い香りに包まれた店内は、風味豊かな焼き菓子。ガラスケ
ースの中には口の中でとろっと溶けて香りがひろがる生チョコた
ちが可愛い缶に入っています。プレーン、紅茶、日本酒と 3 種あ
り、中でも地酒「東郷」
（福羅酒造：湯梨浜町松崎)を使った生チョ
コは大人な一品ですよ。
「生ケーキ」もオススメ(*^^)(11 日～14 日店頭販売)
【菓子工房シェルブール】湯梨浜町田後 341-6
営 9：00～19：00 火曜日休（０８５８）３５－５３５５

♥新あじそうハワイ店内にあるパン
屋さん♪季節に応じたパンが店頭に並ぶ中、今週は
「チョコレートフェア」を開催しますよ～(^^)ショコラ
デニッシュ、ショコラハートなどのオリジナルの商品の
他、定番となったいちごミニクロワッサン(チョコ)はサ
イズが小さめなので、小さいお子さんにもぴったりです。
【ハワイベーカリー】湯梨浜町田後 234-1
(新あじそうハワイ店内)営 9：30～22：00
(０８５８)３５－３４３１

ウェルカニキャ
ンペーンは今月
末までですよ。
２月２８日（土）

■RNC 西日本放送（香川県高松市本社）
「シアワセ気分！」
毎週土曜 9：25～10：25 放送の 1 月１０日（土）オンエア
のなかの、「年の初めにシアワセ気分！お年玉大作戦コーナ
ー」で、はわい温泉・東郷温泉ペア宿泊券と山陰特産松葉ガ
ニを提供！プレゼンターとして湯梨浜町観光協会 事務局長
が高松市へ走りました。収録中、今大人気の？カニキャップ
を被っての PR はインパクト十分。放送後は観光協会宛てに
何件か問合せ等のお電話もありましたよ。
[問合]湯梨浜町観光協会（０８５８）３５－４０５２
[ウェルカニキャンペーン問合] 鳥取県観光連盟
（ ０８５７）３９－２１１１http://www.tottori-guide.jp/

■鳥取（山陰）と蒜山（岡山）にまたがる温泉郷の６つのエリアは、
女子が喜ぶ「女子力アップ祈願」
「美肌温泉」
「人気ご当地グルメ情報」
がいっぱい♪そんな魅力あふれる鳥取中部について、広く情報発信し
ていただける関西方面からの女性のお客様を迎え、一泊二日のモニタ
ーツアーを行いました。モニター募集から選ばれた親子、友人、姉妹
など
5 組 10 名の皆様は、蒜山：チーズ
フォンデュ、ワイナリー⇒倉吉：陶
芸体験、石臼コーヒー⇒北栄：酒蔵
見学と試飲⇒三朝(宿泊)翌日、みさ
さ美術館でバイオリン弾き体験と
ミニコンサート⇒琴浦：牛骨ラーメ
ン⇒湯梨浜：倭文神社でパワーを授
かり、
最後は同じく湯梨浜町「ぱにーに」２階
で、意見交換会を行いました。参加され
た方々からの貴重な意見を元に、今後の
鳥取中部への集客拡大を図ります。
[問合]とっとり梨の花温泉郷広域観光協議会
ぱにーにのスイーツ
二十世紀梨コンポート
（０８５８）２４－５０２４
「天女の梨クーヘン」
http://www.nashinohana.com/

■鳥取県と中国河北省の友好のシンボルとして平成７年７月３０日に開園した、
「中国庭園燕趙園」
。中国の
歴代皇帝が造り親しんだ皇家園林方式の庭園は、設計から素材の調達、加工まで全て中国で行われた国内最
大級の本格的なものです。建物は、一度中国で仮組されたものを解体したうえで日本に運び、中国人技術者
のもと、再度建設したものです。開園から今年で２０周年を迎え、1 月２９日（木）河北省の張慶偉（ジ
燕趙園のキャラクター
ャンチンウェイ）省長ら１０人の来賓の方々を迎えて、記念セレモニーが行われました。
天天(テンテン)左
地元の東郷中学校 1 年生４３名が、龍踊りでお出迎えし、平井知事は中国語と日本語で歓迎の挨拶を
飛飛(フェイフェイ)右
されました。東郷小学校の児童による「友好交流宣言」のあと、くす玉を割って２０周年を祝い、
だよ。よろしくね♪
枝垂れ槐（しだれえんじゅ）の植樹が行われました。
《枝垂れ槐》
中国原産のマメ科に属する落葉高木で、剪定の仕方によって竜の爪のよう
に見えることから中国では「竜爪木」と呼ばれています。
中国では古来より、出世の樹木として中庭や玄関の両脇などに植える風習
があり、縁起のよい木として知られているそうです。
花期は７月～８月で、蝶形の白い花を咲かせます。

【問合】中国庭園燕趙園（０８５８）３２－２１８０
http://www.encho-en.com/
※写真は植樹されたものとは異なります。
冬季限定！!今だけしか食べられない脂ののった寒鮒を食す

卵をまぶし、
美しく盛り付
けられた
子まぶりは
絶品！！

■山陰八景の一つ「東郷湖」
。池の名物数あれど、綺麗でかわいい白魚はお吸
い物やらお酢の物、手長えびなら唐揚げか、コイ♥恋♥鯉の鯉料理。
東郷湖名物鮒の子まぶり、寒鮒の刺身に卵をまぶし、食べて美味しい見た目
■寒鮒を捕る刺し網漁は、注文を受けてから漁をするも
にキレイ。スズキの味は格別で鰻の蒲焼また素敵！はわい温泉・東郷温泉で
ので、仕掛けてから一週間、寒い時期の動かない獲物を
一泊すれば 朝の味噌汁欠かしてならぬ、その名も東郷湖しじみ貝！！
そんな中でも今しか食べられない「東郷湖産 鮒の子まぶり」に注目ですよ。 じっくりと待ちます。
鮒と聞いて、え？と思われる方もあるかもしれませんが、汽水湖である東郷 20 年前には約 20 名の刺し網漁師さんがおられたよう
湖産の鮒は臭みも少なく、この時期は特に脂がのり、コリコリとした食感が ですが、時代の流れと共に食生活も豊かになり｢鮒｣の流
通は少なくなってきました。現在の刺し網漁師さんは
たまらない湯梨浜の冬の味覚です。
２、３名となりましたが、作り手と共に地元の食文化、
・約 10 日間泥抜きした鮒をきれいに洗って 3
伝統を守るため、日々活躍されています。
枚に卸し、皮引きします。
・卸した鮒を糸づくりにし、流水にさらします。
・卵を濃度の高い塩水で 20 分～30 分茹で、冷
まして絞り、鮒の身にまぶします。

【お問合せ・ご注文はこちらへ】
（有）まつもと 湯梨浜町はわい温泉 4-49
（０８５８）３５－３６３６
しじみも
《刺し網漁とは？》魚が通過する場所を垣根のように網を 河本魚店
湯梨浜町旭 102
あるよ～♪
張り、網目に刺させたり絡ませたりして魚をとる漁法です。 （０８５８）３２－０２３６

のきょう

ばいけい

さんさく

時期：3 月上旬～下旬頃
※天候等自然条件により
開花状況は異なります。

■「野花(のきょう)」
（鳥取県東伯郡湯梨浜町野花）には、
山陰八景の一つ「東郷湖」
、山並みを越えた向こうには「日
本海」と風光明媚な景観を誇る山陰随一の梅渓がありま
す。周囲の梅の木は、約 2,000 本！淡いピンク色の花を
咲かせ、甘い香りと共に人々を魅了する｢野花梅渓散策ツ
アー｣で春の訪れを実感して下さい。
ツアー参加者特典！！(個人企画、団体企画ともに)
「野花豊後(のきょうぶんご)」の加工品をプレゼント！

[期間]３月上旬～３月下旬まで
※天気等自然条件により開花状況は異なります。
[場所]湯梨浜町野花地区
[料金]団体様：お一人様３３０円 最少催行人数２０名
★団体でご利用のお客様には、スタッフが同行します。
下記のお問合せ先にご連絡下さい。
個人のお客様はコチラ お一人様７００円
★中国庭園燕趙園プラン★

※2 つのプランからお選びください。

「中国庭園燕趙園入園」と「梅渓散策」のセットプランです。野花豊後の加工品の他に、中国グッズ
もプレゼント！！販売窓口：中国庭園燕趙園(プレゼントお渡しもコチラ)
中国庭園 燕趙園の駐車場をご利用下さい。
【お申込み・お問合せ】中国庭園燕趙園（０８５８）３２－２１８０
★ゆアシス東郷龍鳳閣プラン★
館内の「中国風呂入浴」と「梅渓散策」のセットプランが登場です。野花豊後の加工
品プレゼント＋入浴タオルセットのレンタル無料♪販売窓口はゆアシス東郷龍鳳閣
です。プレゼントお渡しもコチラですよ。龍鳳閣の駐車場をご利用下さい。
【お申込み・お問合せ】ゆアシス東郷龍鳳閣（０８５８）３２－２６２２
※お申込み時にお渡しする地図をもとに野花梅
渓散策をお楽しみ下さい。生産者が大切に育てて
いる梅です。梅林への自家用車の乗り入れ、枝を
折るなどの行為は慎んでいただきますようお願
い致します m(__)m
【申込・お問合せ】湯梨浜町観光協会
（０８５８）３５－４０５２

梅渓散策でブラリ♪
松尾神社 ―まつおじんじゃー
鎌倉時代、京都松尾神社より荘園の守護神と
して御神霊を勧請し、羽合の光吉村に鎮座さ
れ、花見集落の惣氏神として奉祀されました。
御祭神は８柱。古くから酒造りの神として崇
敬されています。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
■昭和１５年～１６年頃、湯梨浜町の
果樹園から発見されたと言われおり、
実が大きく果肉も分厚くしっか
りしています。開花期が遅くて結実が安定しており、豊後系の中でも高品質であることが特徴で、
梅酒や梅干し、梅ジャム、梅ゼリー、梅甘酒、梅ジュースなどの加工品としても人気です。
梅は、クエン酸、リンゴ酸、コハク酸などの有機酸類が豊富で昔から疲労回復や解熱、二日酔い
防止などの薬効が伝えられているんですよ。
「人のげんきは
町のげんき」
【げんき梅加工品問合せ】
湯梨浜町商工会
（０８５８）３２－０８９３

★げんき梅加工品取扱店★

店舗によって取り扱いのない商品もございます。お問合せ下さい。
●山本みやげ店 湯梨浜町はわい温泉 6－10 営 9：00～21：00 (水曜休)
(０８５８)３５－４１４１
●Café ippo
湯梨浜町南谷 573
営 9：00～18：00 (土日祝のみ営業)
(０８５８)３５－６１６１
●道の駅燕趙園 湯梨浜町引地 563－1
営 9：00～17：00 (12 月～3 月の第 4 火曜休) (０８５８)３２－２１８４
●ぱにーに湯梨浜店(飲むゼリー) 湯梨浜町旭 27 営 9：00～18：00（定休なし）
（０８５８）２４－４７２２
●レストラン吉華(梅酢、アイス) 湯梨浜町引地 560－3 営 11：00～15：00 17:00～21：00 （０８５８）３２－２６３３
●シェルブール(完熟丸ごと梅ゼリー)湯梨浜町田後 341－6 営 9：00～19：00（火曜休）
（０８５８）３５－５３５５
●福羅酒造(甘酒) 湯梨浜町松崎 448 営 8：30～17：30（日祝休：土曜不定休）
（０８５８）３２－２１２１

《2015 年 2 月～3 月》
■世界遺産としても有名なハワイ島キラウエア
火山は、古くから火の神の住む神聖な場所とさ
れ、ハワイアンによって大切に守られてきまし
た。活火山としても知られていますが、昨年
6 月 27 日から溶岩が流れ出し、一時は失速し
たように思ったのも束の間、溶岩流の先端から
200ｍ～1,000ｍ西側の火口に近い(標高に高
い)地域では大量に溶岩が地表に流れ出し、林
が燃え、白煙が上がり、遂には家をのみ込みま
した。住宅地の 1.6K 付近にまで溶岩流は迫り
ハワイ州知事は非常事態宣言を発令し、住民たちにも避難を呼び掛けまし
た。現在は住宅地に脅威を与える可能性は低くなってはいますが、近隣の
会社や店舗は自主的に避難を始め、溶岩流の動向を見ながら静観している
状態です。日本も火山やプレートが密集している世界有数の国ですので他
人事ではありません。友好姉妹提携を結んでいる湯梨浜よりお願いです。
皆様からの温かいご支援をよろしくお願い致します。
★湯梨浜町役場企画課及び、各支所で
受け付けています。お振り込み可能です。
(振込手数料はご負担下さい)

【問合】湯梨浜町役場企画課
（０８５８）３５－５３１１

口座振込：鳥取中央農業協同組合
羽合支所 普通００２０３７５
ハワイ島溶岩流災害見舞金

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
＊

第８期展示

「砂で世界旅行・ドイツ編」
平成２７年 4 月１８日（土）
～平成２８年１月３日（日）
砂の美術館は、雄大な鳥取砂丘の
一角に砂像彫刻を展示する、
世界初の全天候型の美術館です。
↓↓通常料金↓↓

[料金]一般６００円（５００円） 小中学生３００円（２００円）
※（ ）内は２０名以上の団体料金です。
[入館時間]９：００～２０：００（最終入館：１９：３０）
★当日料金より１００円お得な前売割引チケットを発売しています。
[販売期間]平成２７年１月１９日（月）～平成２８年１月３日（日）
[販売時間]９：００～１７：００
[販売場所]鳥取砂丘砂の美術館・まちパル１F 鳥取市ふるさと物産館本店
鳥取市ふるさと物産館(かろ店)・鳥取市観光案内所(鳥取駅構内)・鳥取市
公式インターネットショップとっとり市(http://tottori-ichi.jp/)
●鳥取市南商工会●鳥取市東商工会●鳥取市西商工会●鳥取市役所売店
(本庁舎)●鳥取市鳥取砂丘・ジオパーク推進課(第２庁舎)●鳥取市各総合
支所 ※●の施設は土日祝以外の販売となります。
[販売価格]一般５００円 小中学生２００円
第８期展示期間中、何度でも入場可能なお得な年間パスポートも販売中！
詳しくは下記までお問合せ下さい。
【問合】砂の美術館 鳥取市福部町湯山２０８３－１７
http://www.sand-museum.jp/
（０８５７）２０－２２３１ FAX（０８５７）２０－２２３２

湯『燕趙園：春節祭特別来日 河北雑技団公演』
（バレエ×アクロバット×白鳥の湖）
2 人の男女が織りなす優れたバランス感覚、巧みなアク
ロバット技術、力強い肉体、優美なダンスそして・・強
い絆どれが欠けても成り立たない難易度の高いパフォ
ーマンスです。

[開催]２月１１日（水）～１５日（日）
[時間]９：３０～/１３：３０～/１５：００
※各回４０分に延長！！(通常２５分)
[場所]集粋館（イベントホール）
中国獅子舞公演 ～学力向上・無病息災～
[開催]２月１４日（土）
[時間]１０：２０～/１４：２０～
[場所] 集粋館前（イベントホール前）
[入園料]大人５００円 小・中学生２００円
※団体割引もあります。
[問合]中国庭園燕趙園
（０８５８）３２－２１８０

湯『ノルディックウォーキング教室』

ハワイ夢広場からめぐみのゆ公園を往復する約 8 キロ
のコース「しじみウォーク」開催
ポールの
[開催] ２月２2 日(日)
貸出あり
[時間] 9:00～11:30

[料金] 300 円 (保険料、参加賞代)
[集合場所]東郷湖ドラゴンカヌー艇庫
[申込・問合]NPO 法人未来
（０８５８）２４－５７２５
湯『さくら祭り～谷本耕治歌謡ショー』

湯梨浜町 PR 大使、日本舞踊、シャンソンの分野でも大
活躍！トークも楽しい谷本耕治さんの歌謡ショーです。

[開催]３月１３日（金）
[時間]１８：００受付 → １８：３０お食事
１９：１５～歌謡ショー
[セット内容]お食事・温泉入浴、ドリンク飲み
放題、谷本耕治歌謡ショー
[料金]チケットお一人様７，０００円（税込）
※完全予約制、チケットのご購入は
お早めに。宿泊プランもありますよ。
[申込・問合]はわい温泉★羽衣★
（０８５８）５３－３６２１
倉『ナシチョコレートファウンテン』
滝のように流れるチョコレートに梨をくぐらせて召し
上がれ♪

[期間] 2 月 11 日(水・祝)、14 日(土)、15 日(日)
[時間] １０：３０～／１４：３０～
[料金] 無料
※各回先着５０名様
梨かりんとう試食会
協力/東郷梨加工グループの皆さん

無くなり次第

[期間]２月２２日(日)
終了します
[時間]１０：００～/１４：００
[問合] 鳥取二十世紀梨記念館なしっこ館
（０８５８）２３－１１７４

『湯』湯梨浜町イベント『倉』倉吉市イベント

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

