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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１月１０日発行(毎月１０日発行)

大阪発⇔鳥取
はわい温泉
東郷温泉へ
■12 月 13 日(土)はわい温泉・東郷温泉にご宿泊のお客様を
のせた、大阪と鳥取を結ぶ「カニバス」が運行開始となりま
した。このバス、格安な上に単なる交通手段ではないところ
がすごいんです。初日は鳥取砂丘へ、２日目は鳥取賀露港で
お買物と「観光」もできちゃう！！しかも、はわい温泉・東
郷温泉への到着時間、翌日の出発時間もゆっくりなので、カ
ニバス特典満載の「湯梨浜の寄り処」をじっくりと楽しむこ
とができます。初日便のこの日だけは往復運賃が半額！！お
得な運賃と、今話題のカニキャップでお出迎えのお宿スタッ
フに、うわ～カニやで！ほんまや～♪とお客様も笑顔がこぼ
れます。美味しいお料理に、美しい風景、温かい人と温泉に
ご満足いただけましたでしょうか(*^^)

湯梨浜町観光協会★会員募集中！！

■12月５日（金）JR岡山駅前に、350
店を超える専門店とイオン岡山店を
テナントに持つ、大型ショッピング
センター(西日本最大級)がオープンし
ました。JR岡山駅の地下には、ファッ
ション、雑貨、グルメなどを取り扱う
大型ショッピングセンター「岡山一番
街」があり、これらを結ぶ通路の両脇
に７０インチのデジタルサイネージが
３６基設置され、１５秒枠で静止画、動画を放映します。圧倒的な
露出で通行者へ効果的なメッセージを伝えることが出来、この新た
な情報発信メディアを利用して、広く湯梨浜町の魅力発信を試みま
した。

カニバスは年始１月 4 日(日)～3 月 29 日(日)まで休まず運行します。

[料金]大人：3,800 円（税込）
（学生・小人:3,300 円（税込）
）
※いずれもお一人様の往復料金です。片道料金はございません。

[対象]はわい温泉・東郷温泉の旅館に宿泊のお客様
※日帰りのご利用はできません。
宿泊予約をする際に「カニバスを利用します」とお伝えくだ
さい。インターネットでの宿泊予約も、お手数ですがカニバ
スを利用することをお伝え下さい。
[問合]はわい温泉・東郷温泉旅館組合 (0858)35‐4052
http://www.hawai-togo.jp/
FAX(0858)35‐4701

期間は平成27年1月1日(木)～14日(水)
時間：朝7:00～23:12まで
1日あたり1944面放映されます。

■１２月１０日（水）関西からお越しのお客様より、観光ガイド
の会の依頼を受け、はわい温泉・千年亭を会場に観光案内をしま
した。県が制作した DVD を映写しながら鳥取県の東部・中部・
西部の代表的な観光地や特産品、湯梨浜のホットな話題から歴史、
文化についてご案内。中でも実際に、黒装束に菅笠を目深にかぶ
り、刀を腰に身につけ、生唄と一緒に披露した「浪人踊り」
（無形
文化財に指定）は、拍手喝采。最後は県内１０ヶ所の温泉街を数
え唄風にアレンジした「鳥取県温泉めぐり」でご案内を締めくく
りました。後日、嬉しいお礼状もいただき、今後のガイド活動と
■１２月１７日（水）全 6 回の観光ガイド養成講座プログラムも最 しての機運が盛り上がります。
終回を迎えました。はじめに、協会事務局より鳥取県全体の観光を
紹介する中で、町独自の観光商品の案内や、ホットな話題など DVD
を使いながら説明しました。町からは農産物担当者より、実際に試
食をしながら、農産加工品に携わる生産者さんの思いや、手間暇か
けた製造工程を紹介していただき、地産地消の重要性を学びまし
た。今年度は新たに１１名の参加者があり、既存登録者と合わせた
１６名が湯梨浜町観光ガイドに登録されました。
今後も、お客様のニーズに合った幅広いご案内が出来るよう努めて
参ります。
★県内外からのガイドの会への観光案内依頼をお待ち致しております。

お申込み・お問合せは、湯梨浜町観光協会（０８５８）３５－４０５２

FAX（０８５８）３５－４７０１
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ついに
！！！
■１２月１８日（木）はわい温泉の温泉資源を利用したす
っぽん事業から約 1 年半、温泉効果で通常よりも早く大き
くなったすっぽんが調理され、組合員で試食会が行われま
した。この日は、はわい温泉「千年亭」の谷川料理長が創
意工夫をこらしたすっぽん料理５品が出され、温泉で育っ
た美味しいすっぽんを堪能するよい機会となりました。
すっぽんの名前は、水の中に飛び込む音からきているとか、
朱塗りの丸い盆（朱盆：しゅぼん）からきているとか・・・
色々な説があるようです。また、別名「まる」と呼ばれて
いますが、
「月とすっぽん」のことわざからきていると言わ
れているんですよ。これは、比較にならない事の例えとし
て使われていますが、月もすっぽん（甲羅の形）も丸いの
ですが、月は美しいのに対して、すっぽんは泥の中にいて
顔も醜い。
（実は結構ｶﾜｲｲ顔をしていますが＾＾）甲羅が丸
いということが語源となっているそうです。

《すっぽん鍋》

今回は小分けにして出されましたが、大鍋でしっ
かりと煮込み、濃厚かつ上品な旨みが出汁へと浸
み出したものです。肉質は、ほろほろと柔らかく、
鶏肉に似た触感かな？お出汁 1 滴１滴にコラー
ゲンを感じました(^^)

《肝、胃、腸ぽん酢あえ》
茹でて冷水できれいに洗い、ポン酢と出汁醤油
であえたもの。香り良し！食感も楽しめる、ま
ろやかでさっぱりとした味わいです。
《すっぽん煮こごり》
身とエンぺラで取ったスープに
ゼラチンを加えて固め、天盛り
針生姜でおめかししました。食
べたらグラスも(笑)お肌も
ﾃｭﾙｯ ﾃｭﾙｯ♪
《すっぽんにゅうめん》
すっぽんスープに、アツアツの麺・ネギ・うずら
玉子を入れたにゅうめん♪お腹にも優しく、全身
がツルツルになる予感がしました。

《雑炊》やっぱりコレ！！すっぽんスープを少し多め
に炊き上げました。ふわふわの卵が優し～くつつむ
絶品飯です。刻みネギがイイ♪
◎タンパク質、アミノ酸、コラーゲン、美容と健康！
滋養強壮！と、栄養面で大変優れたすっぽんですが、美味しくいただくため
には、調理に至るまでの行程が大変重要です。臭みを消すために、綺麗な水
で泥抜き（餌抜き）すること数日・・・これは外せない手間ですね。
今後は、１月下旬～すっぽん料理のプレス発表、成分分析、事業者向けの
調理講習を経て、春以降はわい温泉・東郷温泉の名物料理として売り込んで
いく予定です。女性の方必見！！すっぽん料理をいただいた次の日の化粧の
ノリを実感して下さい。プラス・・温泉に入れば、最強の美肌が手に入るこ
と間違いなしですよ(*^^)

【問合】はわい温泉・東郷温泉旅館組合
(０８５８)３５－４０５２

《焼岳すっぽん HP より》

■１２月２０日（土）・２１日（日）の
２日間、浅津公園（東郷湖羽合臨海公園
内）で、冬の夜空を彩る「クリスマス花
火鑑賞」が開催されました。花火鑑賞の
名前にふさわしく、澄んだ夜空に輝くロ
マンチックな花火は、ここでしか見るこ
とのできないレアなもの。湖面に写る光
もとても美しく感動的でした。

★この２日間、はわい
温泉・東郷温泉にご宿
泊のお子様には、クリ
スマスプレゼントとし
て、みんな大好きな
お菓子の詰め合わせが
サンタさんから手渡さ
れました(*^^)

■１２月２３日（火・祝）燕趙園庭
園花火が打ち上げられました。
夏の庭園花火とはまた違った趣が
あり、しっとりとした園内で繰り広
げられる音と光のショーは、とても
新鮮で幻想的でした。

クリスマ
スツリー
の花火★

鳥取のハワイ
ハイビスカス
の花火❀❀

【問合】はわい温泉・東郷温泉旅館組合
(０８５８)３５－４０５２

■１月３日(土) 年末からの大荒れの天候の影響を受けた県内
観光施設ですが、この日は晴れ(^^)雪景色に包まれた道の駅燕
趙園では新春のもちつき大会が開催され、参加者や訪れた方々
につきたてのおもちが振る舞われました。道の駅燕趙園は、飲
食コーナー、レストラン燕趙園(別棟)もあり、湯梨浜の特産物、
名産品はもちろんのこと鳥取のお土産など数多くの品揃えで皆
さまのお越しをお待ち致しております。
【問合】道の駅燕趙園 (0858)35‐2184 営 9：00～17：00

■はわい温泉の真ん中にある「ビジネスホテル山本」。全５室のうちの洋室２部屋のユニットバス、壁紙等の
工事も終わり、より一層の快適空間へとリニューアルしました。リーズナブルなお値段で宿泊でき、もちろん
全室源泉 100％♪１階の山本みやげ店では、湯梨浜のお土産はもちろん、山陰のお土産や工芸品、民芸品の
他、可愛いアクセサリーや小物類がた～くさん。また、店内中央のテーブルでは美味しい黒豆茶やしいたけ茶
と一緒にお菓子をいただける嬉しいサービスもありますよ。見て楽しい、食べて美味しい♪お店の方との会話
にも花が咲く、嬉しい立寄りスポットとして人気です(*^^)ぜひお出掛け下さい。

【お問合せ・ご予約】〒682-0175 湯梨浜町はわい温泉 6-10 (0858)35-4141
[山本みやげ店]営業時間 9:00～21:00（水曜定休）はわい温泉・東郷温泉観光案内所横
■明治１７年創業 東郷温泉 湖泉閣 養生館。それ以前は大衆浴場、湯治宿として東郷の
商業の繁栄と共に地元の皆さまからも愛され、大変な賑わいを見せました。歴代の文豪、
著名人も訪れ作品の中にも養生館を含めた東郷湖の情景が紹介されています。東郷湖中か
ら湧き出る温泉は江戸時代から知られており、1843 年松崎の各町惣代組頭(現在の区長
のようなもの)が連名で湖中の温泉のくみ上げを藩に願い出た記録が残っています。
◀左手の写真は明治 43 年、韓国皇太子李垠殿下が宿泊された時の養生館の風景。
湖畔は定期船の船着き場にもなっていました。
[申込・問合]
湖泉閣 養生館
■そんな老舗旅館｢湖泉閣 養生館｣に、気兼ねなくお風呂を楽しめて、そのまま湯あが
(0858)32－0111
りをゆったりとくつろげる「露天風呂付客室」が 2 部屋登場しました。もちろん 100％
源泉掛け流し！！お湯の温度もお好みで設定していただけるシステムを導入しました。

▲リラックス効果のある檜のお風呂、ダブルサイズのゆったりベ
ッドも有ります。

▲円＝和(なごみ)の形を生か
した陶器(信楽焼)のお風呂

B I G
■お正月休みも終わり、心も体もリフレッシュされたことでしょ
う。２０１５年、すべての皆さまが、羊のように穏やかに湯った
りと過ごせますように(*^^) さて、ゆりはまにあを応援して下
さる皆さまに感謝を込めて、新春特別企画 お年玉 BIG プレゼン
トのお知らせです。湯梨浜に関するクイズに答えて、素敵な商品
をもらっちゃおう♪♪
みなさん、よく考えて。これって間違いなく高確率でしょ！？
★クイズ★ はわい温泉・東郷温泉の温泉資源を活用した養殖事
業。さて何の養殖をしているでしょうか。
「○○○○養殖事業」

特

賞

【応募方法】ハガキにクイズの答え、ご希望の商品、住所、氏名、
ご連絡先を記入してご応募下さい。
FAX、お電話でのご応募は出来ません
※ゆりはまにあ、観光協会に対するご意見などもお聞かせ
ください。

【応 募 先】〒682-0175 湯梨浜町はわい温泉 5－22
湯梨浜町観光協会 ゆりはまにあプレゼント係
【応募締切】平成２７年１月２６日（月）※当日消印有効
★賞品の発送をもって発表にかえさせていただきます。
【問
合】湯梨浜町観光協会 （０８５８）３５－４０５２

（はわい温泉・東郷温泉旅館組合より）

はわい温泉・東郷温泉の商品券（10,000 円分）１名様

湯『愛らぶ東郷池～合同シンポジウム～』
豊かな自然環境を守り、受け継ぐための合同シンポ
ジウム冬です。
（研究報告、事例発表）

◎はわい温泉・東郷温泉の各旅館で利用できる 10,000 円分の金券です。宿泊
及び、食事料金の割引、売店でお土産の購入などにも使えます。本券の利用
期限内にご利用下さい。
（期限を過ぎたものは無効です）
◎本券の金額より少ないお買物の場合、おつりは出ませんのでご注意下さい。

A 賞

（ゆりはまを愛すプロジェクトより）

ゆりはまアイス５種★詰め合わせセット

３名様

いちご、クレオパトラ、マスクメロン、クレオパトラ&ロピア
梨、キウイ、梅、などのもぎたてフルーツに加えて、
風味豊かなバジルソースにフレッシュなとまと、
クセになる美味しさの酒粕（梨シロップ入りもあります）
、
昆布出汁、生姜醤油！！別名黒いダイヤの名を持つ東郷湖産しじみのみそ
汁味など、湯梨浜産の食材や老舗店の加工品を使ったオリジナルアイスの
詰め合わせです。５種のアイスセットはこちらにお任せ下さい。

B

賞

（はわい温泉・東郷温泉旅館組合より）

湯めぐり手帳(入浴券 6 枚)

３名様

はわい温泉・東郷温泉の参加旅館で利用できる入浴券です。
各旅館が表示している枚数をご提示ください。
※発行日より６ヶ月有効です(賞品発送日から６ヶ月有効)

[開催]２月１日（日）
[時間]14：00～16：00(13：30 会場)
[会場]ハワイアロハホール湯梨浜町はわい長瀬５８４
[定員]４０0 名 入場無料
※手話通訳もあります。事前申込要
特別講演：
「異常気象と環境問題について」
講師：森田正光氏（お天気キャスター・気象予報士）
[申込・問合]湯梨浜町役場町民課
（０８５８）３５－５３１８
湯『スキー＆スノーボード教室受講者募集』
みんなでウインタースポーツを楽しみましょう！！

[開催]２月１日（日）
[集合場所・時間]役場泊所 7：30→中央公民
館 7：45→ハワイアロハホール 8：00
[対象]小学生以上※小学 3 年生以下は保護者同伴
[参加費]リフト券及び昼食代
[申込期限]１月２３日（金）
[申込・問合]中央公民館羽合分館
（０８５８）３５－５３４４
倉『梨料理試食会』
梨や地元の野菜がたっぷり入ったお雑煮を食べて、
心も体もポッカポカ

梨雑煮
[開催]１月１１日（日）
[時間]１１：０0～ １４：０0 ※２回
★鳥取県栄養士協会

鍛冶木いつこ先生協力

カリカリの触感の中に、爽やかな風味が広がります。

梨入りサータアンダギー
[開催]１月２５日（日）
[時間]１０：０0～ １４：０0 ※２回
C

賞

（㈱メルヘン&湯梨浜町観光協会より）

美肌セット（はわい温泉ミスト&入浴剤）３名様
お肌を柔らかくし、ハリ、潤い、滑らかさを与える硫酸イオ
ン・メタケイ酸・カルシウムイオンという温泉の簿肌成分が
豊富なｍはわい温泉の温泉水１００％でつくったミスト化
粧水です。はわい温泉・東郷温泉の入浴剤とセットで使って
みて♪

アロハ賞

★東郷梨加工グループ協力

※いずれもなくなり次第終了します。
[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

（湯梨浜町観光協会より）

パワーサンド｢砂のペアモアイ｣3 名様
町制施行１０周年を記念して昨年 6 月１１日~７月５日まで開
催されたイベント「アロハカーニバル 2014」で、特別に制作さ
れた「砂のペアモアイ」
。不思議な力を与えてくれるかも！

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

