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

２０１４年１１月１０日発行(毎月１０日発行)

湯梨浜町観光協会☆会員募集中！！
★モニュメントの前で記念撮影した画像を、観光案内所
で提示していただくとアロハプレゼントをさせていただ
きます。
（数量限定）
■湯梨浜町制施行 10 周年記念事業「アロハカーニ
バル（Ｈ26 年６月１１日～Ｈ26 年７月 5 日開催）
」
の記念モニュメントが、１０月８日（水）ハートに
かたどった台座が施され、ようやく完成しました。
シャカサインと言われるフィンガージェスチャーは
親指と小指でつくるハワイのピースサインのような
もので、モニュメントにはハートと共に彫りこまれ
ています。風光明媚な東郷湖周辺にたたずむモニュ
メントの前でお互いの幸せを祈って・・・
「アロハ～」＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
【問合】湯梨浜町観光協会（0858）35－4052

■１０月１９日（日）ハワイアロハホールで、町制施行 10
周年記念式典が開催されました。町民の皆さんをはじめとす
る５００名が出席する中、湯梨浜が誕生して 10 年の歩みを
振り返り、町の節目を祝い、今後の発展を誓いました。
式典のサプライズとして、湯梨浜町観光大使のブラザートム
さんからのメッセージも紹介されましたよ。
地元出身の歌手、小浜まりさんが「赤とんぼ」を独唱され、
合併した２００４年に生まれた湯梨浜っ子（小学 4 年生）が
ステージに登場し、会場の皆さまと一緒に「ふるさと」を合
唱しました。

■町制 10 周年記念式典と合わせて開催された「地産地消フェア
ゆりはま市」
。オープニングでは地元の太鼓グループ「太鼓・颯
雅」による迫力のステージ、はわいこども園の皆さんの「かわい
いフラダンス」が披露されると、会場は大きな拍手に包まれまし
た。地元の新鮮な野菜や加工品などを販売する出店ブースも多く
のお客様で賑い、あっという間に完売！！皆さま、ありがとうご
ざいました。来年も乞うご期待下さい。

■１９日にお披露目された顔だしパネル！「道の駅はわい」と
「福禄寿の足湯（ゆの宿 彩香前）
」の２か所に設置しています。
ゆりりんと一緒に記念撮影♪みんな来てね～(✿◕ ‿◕ )ノ
おすまししてる
姿が可愛い～♥
わん

はわい育ち
三朝温泉の女将さん

バイト帰りの
高校生Ｍさん

旅館組合のＷさ
んもニッコリ

顔だしパネルについて
【問合】
湯梨浜町観光協会
(0858)35－4052
役場産業振興課
(0858)35－5382

■東郷湖の美しい風景や、歴史・文化・特産品を満喫できる「ゆりはま天女おもてなしウォー
ク」が１０月１８日（土）に開催されました。県内外から参加された５５０名の参加者はスタ
ート地点の道の駅燕趙園で開会式、ゆりりん体操でウオーミングアップをしたあと、それぞれ
に魅力たっぷりの 3 コースに分かれて、秋空のもと元気にスタートしました(*ﾉ∀`*)

東郷湖を巡る天女の
ふる里コース（１２キロ）
天気も良く秋の風が心地
いい！さぁ～歩くぞ～♪

伯耆の国一ノ宮倭文神社
参拝コース（8.8 キロ）

昭和レトロと出逢う道
（５キロ）

観光ガイドの会よりご案内付♪ 三八市の開かれる松崎地区を歩
二十世紀梨のふるまいもあり☆ きました。立寄り処がいっぱい

ゴール地点（燕趙園前）では地
元の出店も多数あり、参加者や
地域のお客様で大変な賑わいを
見せていました。

観光地紅葉林整備事業

■１１月３日（月・祝）泊新港で、ゆりはま大漁まつりが開
催されました。朝方降っていた雨は上がったものの、風も強
く上着が必要なお天気でしたが、地元の漁港で揚がった旬の
新鮮な魚を、市価よりも安く購入できるとあって、屋内に設
けられた「鮮魚コーナー」は多くのお客様で賑わっていまし
た。東郷産しじみ汁の無料配布には長い列ができ、５分で終
了！潮風の丘とまりで開催されたグラウンド・ゴルフの国際
交流大会を終えた外国からのお客様も会場に訪れ、湯梨浜の
海の幸、山の幸を味わいながら、
「鳥取は空気も魚も野菜も美
味しくて素晴らしいところです」と笑顔で話して下さいまし
た。

■１０月２６日（日）気持ちの良い秋晴れの午前、
「緑清
園」の職人さんの指導のもと、地元北福集落の皆さまの
ご協力で、今滝の駐車場から滝までの遊歩道に２０本の
イロハモミジを植樹しました。約３０名の参加者は、そ
れぞれの仕事を分担しながら愛情を込めて土を入れまし
た。紅葉する樹木を植えることで、四季が感じられ、親
しみや安らぎのある観光地として施設整備を図ります。

有大
難盛
う況
ごに
ざて
い終
ま了
し
た

とっとり県民参加の森づくり推進事業
■１１月 2 日（日）NPO サカズキネット主催「歴史の
種まき今滝の森と沢保全の物語」イベントが、舎人（と
ねり）会館を発着点に開催されました。約８０名の参加
者は、今滝までの約３キロを歩き、国主神社や湯梨浜町
指定天然記念物の樹齢５００年のタブの木を見学しま
した。その後今滝周辺に３０本のイロハモミジを丁寧に
植樹し、滝の環境や植生、砂防について理解を深めまし
た。イロハモミジが定着するまでには約３年かかるとの
ことです。

第４回全国ご当地バーガーグランプリ
■先月の台風１９号の影響で延期となった第４回ご当地バーガーグランプリ
が１１月８日（土）
・９日（日）の２日間、大山博労座駐車場を舞台に熱い戦
いが繰り広げられました。２日目は悪天候にも関わらず、ものすごいお客様
の数！湯梨浜からは、Café ippo のネタが選べる貝殻フィッシュバーガーが参
戦しました。各店上限５００個のビー玉を渡し、購入者に 1 個購入ごとに手
渡して、気に入ったバーガーに投票する「一般投票」と、全国各地のハンバ
ーガー協会、地域おこし、販売のプロ、識者が「味」
「コストパフォーマンス」
［地域性」
「オペレーション」などを要素に審査する「特別審査員票」により 【問合】
審査されました。初登場の Café ippo も大健闘！！「ベストパフォーマンス Café ippo （カフェイッポ）湯梨浜町南谷 573
（０８５８）３５－６１６１
賞」をいただきました。話題のバーガーは店舗でも購入できますよ。

第４回:先進地視察研修(松江市)
第５回:東郷湖周辺魅力勉強会③橋津藩倉、馬ノ山
第６回:まちの観光・特産品・伝統行事・閉校式
■１０月 7 日（火）に行われた第１回目のガイド養成講座では、１６名の参加者のうち９名の方が参加され、会長の田渕さんからガ
イドの会についての説明、文化財保護委員の土井さんからは羽衣石の羽衣伝説を語りながら、話をする上での間の取り方、話す速度、
抑揚などを実践していただきました。春からの地元密着ドキュメントとして TCC にも取り上げていただき、新たに参加された川田さ
んは「自分自身が町の良さを再発見して、もっと多くの方へ魅力を伝えたいです。
」とインタビューに答えて下さいました。

■１０月２２日（水）
第２回目のガイド養成講座は、雨のため役場会議室で
新たな参加者４名を含めた１１名が、伯耆国一ノ宮倭
文神社についての DVD や資料を見ながら魅力勉強会
を行いました。講師の土井さんの歴史をひも解く専門
的な話にも、参加者は一生懸命にメモを取りながら真
剣に取り組み、
「地元でも知らない事がたくさんありま
した。自身が理解してお客様に伝えられるよう頑張り
ます。
」と、意気込みを聞かせて頂きました。

■１１月５日（水）
第３回目のガイド養成講座は「羽衣石城と九品山大伝寺」について。１５名の
参加者は南条氏が築いた標高３８０m の急峻な山頂を目指しました。途中に
は、天女が羽衣を脱いで水を浴びたと言われる「羽衣池」や天女の足跡が残る
｢羽衣石｣などがあり、天女伝説が悠久の時を超えて今に語り継がれるのも、な
るほど・・とうなずけます。登山道を整備しすぎては古道の面影がなくなって
しまうとあり、なかなかの急勾配に悪戦苦闘しましたが、頂上からの眺めは大
変素晴らしく、東郷湖や日本海はもちろんのこと♪遠く島根半島や大山の山並
みも見渡せました。九品山大伝寺では、室町時代に制作されたという寺宝であ
る中将姫坐像の前で、歴史や中将姫物語について勉強しました。

【問合】湯梨浜町観光協会（０８５８）３５－４０５２

湯梨浜町
キャンペーン
■１０月２３日（木）
・２４日（金）の２日間、鳥取県と岡山県が共同で出
店するアンテナショップ「とっとりおかやま新橋館」
（東京都港区新橋）で、
湯梨浜キャンペーンが開催されました。湯梨浜町商工会を中心に、町特産
の大梅「野花豊後（のきょうぶんご）
」を使用したげんき梅アイスクリーム・
げんき梅甘酒・げんき梅甘酢・完熟丸ごと梅ゼリーなどの加工品をはじめ、
二十世紀梨の試食販売も行われました。来店された方へ、はわい温泉・東
郷温泉の入浴剤をプレゼント！！
商品を通じて広く湯梨
浜町を PR する良い機
会となりました。
★湯梨浜町の観光大使
ブラザートムさんが駆
け付けて下さると会場
はより一層の賑わいを
見せました。トムさん
ありがとう♥

http://www.torioka.com/

■２０日にオープンした「笑酒（わらざけ）繁じょう」
外観からは想像できない驚きの奥行！！カウンター席
の他にゆったりとくつろげる個室スペースもありま
す。木の温もりと地元の新鮮な魚介、野菜などを堪能
できるお店ですよ。シジミ漁師でもある威勢の良い大
将のオススメは「階段刺身盛り」見てビックリ(^^)来
てのお楽しみです。店内のいろいろな所に笑いのセン
スとおもてなしの心を感じました。皆さまのお越しを
お待ち致しております。

湯梨浜町はわい温泉 5－4 （0858）35－5164
営業時間：17：00～10：30 火曜日定休

と
な
り
■はわい温泉の温泉資源を活用した「美」と｢健康｣に着目したスッポン養殖。
ま
平成２５年８月３０日に稚龜１５０匹放流（１０月１６日に３００匹放流）から１年２ヶ月が過ぎま
し
した。一回目放流から今日まで温度調節や餌の量など試行錯誤しながら養殖し、体長約２０㎝（甲羅）
、
た
体重約１Kｇにまで成長しました。今後は１１月１２日に養殖場を新区画へ移動し、同月中には成
。
分・食味分析を行い、新たな稚龜放流をしながら、視察・料理指導を経てお披露目会を予定しており
★湯梨浜町の観光大使
ます。観光協会の facebook でリアルタイムに報告しますね♪
ブラザートムさんが駆
け付けて下さると会場
栄養豊富でローカロリー！！
はより一層の賑わいを
タンパク質・ビタミン・ミネラル・アミノ
見せました。トムさん
酸・リノール酸・コラーゲン
ありがとう♥
甲羅、膀胱、胆嚢、爪以外は食べられます。

《2014 年 11 月～1２月 10 日》
■９月２日～10 月 20 日までの 49 日間、ゆるキャラグ
ランプリ 2014 では湯梨浜のハワイアンな天女「ゆりり
ん」を応援していただき、本当にありがとうございまし
た。10 月 20 日までのインターネット投票では 1,699
エントリ－中 290 位！！そして 11 月 1 日（土）～３
日（月・祝）までの 3 日間、愛知県中部国際空港セン
トレア屋外特設会場にて、参加したゆるキャラだけが、
来場者からの投票を受け付ける事が出来る「最終投票」
が行われました。湯梨浜を全国の皆さんに知っていただ
くために、私も車に乗って愛知まで行ってき
ましたよ。会場では全国から約 300 のゆるキ
ャラが集結し、各地の観光地や特産品などを
PR しました。
今年は「正統派」のキャラが人気なんだって
♪私のことかな～(*´∀｀*)♪
総合 288 位でした。これからもいろいろなイ
ベントに参加して、町を盛り上げていきたい
です。みなさん応援
おれも応援に
よろしくお願いします♪
行ったぜ！！
【応援メッセージ★ファンレター宛先】〒682-0723 湯梨浜町久留 19－1
湯梨浜町役場 産業振興課内）
（0858）35－5382

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

｢黒いダイヤ｣の名を持つ東郷湖産の大和しじみ！いろいろな制限があるため
なかなか市場に出回りませんが、町内の取扱店で販売をしています（０８５８）
河本魚店
生・冷凍 湯梨浜町旭 102
32－ 0236
津村釣具店
生（予約） 湯梨浜町松崎 355-12
32－ 0227
ゆアシス東郷龍鳳閣 冷凍
湯梨浜町引地 560－7
32－ 2622
㈲まつもと
生・冷凍 湯梨浜町はわい温泉 4－49 35－ 3636
※在庫、販売数等は店舗によって異なりますので各取扱店にお問合せ下さい。
前日までの予約が確実です。

湯『中華コスプレ』
絶好のロケーションの中、中華系ジャンルのキャラクターに
なりきります。一般の方もご入場いただけます。

[開催]１１月１５日（土）・１６日（日）
[時間]15 日：９：００～２１：００
終日撮影・交流会・夜間撮影・
外国人レイヤーによるエキシビジョン

16 日：９：００～１７：００
終日撮影・外国人レイヤーによるエキシビジョン

[会場]中国庭園燕趙園 入園料要
[問合]中華コスプレプロジェクト日本大会事務局
（０８０）５２３２－２７２５
湯『第２回おもてなし元気ウォーク in ゆりはま』
地元産の梅、野花豊後（のきょうぶんご）をつかった
げんき梅シリーズでおもてなし♪

[開催]１１月１６日（日）申込締切 11 月 14 日（金）
[時間]8：30～受付開始 9：30～出発式 10：00 スタート

A コース１２Kｍ（東郷湖を巡る道）
B コース ５Kｍ（昭和レトロと出逢う道）

[参加料]大人 1,500 円（中学生以上）
小人 1,000 円（小学生）※保険料含
★参加料の中にはして協賛店で飲食・お買物ができる
クーポン券（５００円分）が付いています。

[会場]中国庭園燕趙園特設会場
[問合・申込]湯梨浜町商工会(0858)32－0854

湯『天女サミット』

全国各地に存在する天女伝説を活用した、各自治体の取り組
みを紹介しながら今後のまちづくりについて考えます。

[開催]１１月２２日（土）
[時間]９：００～１２：００
[会場]ハワイアロハホール ※入場無料
[内容] 町民ミュージカル「天女舞う郷」一部公演
各市町事例発表、パネルディスカッション
湯『記念イベント：天女たこあげ大会』
天女サミット開催を記念したたこあげ大会です。

往路

大阪発→鳥取砂丘（自由食）→東郷温泉泊→はわい温泉泊

復路

はわい温泉発→東郷温泉発→賀露港（海産物のお買物）→大阪着
■松葉ガニ漁解禁！！大好評につき、今年もカ
ニバスを運行します。はわい温泉・東郷温泉の
旅館宿泊プランとセットでお申し込み下さい。
お待ちしておりま～す。
[期間]平成２６年１２月１３日（土）
～平成２７年３月２９日（日）
※但し１２月３０日（火）～１月３日(土)は運休

１２月１３日の
初日便ご利用のお
客様はなんと！！

バス料金が半額

[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

湯梨浜町観光協会会員募集中
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

[開催]１１月２３日（日・祝）
[時間]１０：００～１３：００
[参加資格]天女をイメージした、手作りのたこを
持参して下さい。タコ糸 100ｍ以内
[会場]東郷湖羽合臨海公園藤津多目的広場
[問合]役場企画課（０８５８）３５－５３１３
湯『さくら工房まつり』
旧校舎を利用したさくら工芸品工房でたこ揚げやもの
作り教室などの催しがあります。

[開催]１１月２３日（日・祝）
[時間]１１：００～１３：００
[会場]さくら工芸品工房
[料金]藍染コース:1,000 円 七宝焼バッジ作りコース:500 円

※申込締切：１１月１７日（月）定員 20 名
天女たこ作り（１０：３０～１２：００）先着 30 名
もの作り教室（１１：００～１３：３０）
その他、フリーマーケット、焼き芋、焼きそば、ゆりはまア
イスなどの出店もあります。

[問合]役場企画課（０８５８）３５－５３１３

《湯梨浜♥冬の花火情報》

★★★１２月 23 日（火・祝）★★★
イルミネーション&庭園花火 20：00～
会場：中国庭園燕趙園
★★★１２月 2０日（土）
・２1（日）★★★
はわい温泉・東郷温泉クリスマス花火 20：15～
会場：浅津公園（東郷湖羽合臨海公園内）

湯・・・湯梨浜町イベント

