ゆりはまのとっておき(マニアな)ニュースをあなたにお贈りする情報誌 Vol ４１

★☆★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

２０１４年１０月１０日発行(毎月１０日発行)

湯梨浜町観光協会★会員募集中！！

ガイドの会メンバー募集中です。
お気軽にお問合せ下さい！！
■多くの観光客の方々に湯梨浜の魅力を知っていただくため、平成２６年３月に湯梨浜町観光ガイドの会を立ち
上げ、ガイド活動に取り組んできました。講座では、観光ガイドの心構えや東郷湖周辺の歴史文化について学ぶ
ほか、観光ガイドに取り組んでいる先進地域の視察を予定しております。
日
１

時

１０月 ７日（火）

終了しました
２
（予定）
３
（予定）
４

（予定）
６
（予定）

開講式、自己紹介、今後のスケジュール

13：30～15：30

湯梨浜町観光ガイドの会によるガイド講座

役場別館第５会議室

「ガイドの会説明」
「観光ガイドに求められるもの」

１０月２２日（水）

東郷湖周辺の魅力勉強会①

13：30～15：30

※県教委刊「ふるさとめぐり」をベースにガイドの

歴史文化（倭文神社）

会副会長の土井吉人さんに現地で説明いただく。
１１月 5 日（水）

東郷湖周辺の魅力勉強会②

13：30～15：30

歴史文化（羽衣石城~九品山）※同上

１１月１9 日（水）

先進地事例研修：近隣のガイド団体を視察

（予定）
５

プログラム

終日

■4 月から隔週土曜日に運行され
た「漫遊紀」バスツアー。伯耆の
国一の宮 倭文神社の本殿をご案
内する山本さん。丁寧なご案内に
お客様からは「ほぉ～」と声が。

※松江・出雲大社方面（予定）

１２月 3 日（水）

東郷湖周辺の魅力勉強会③

13：30～15：30

歴史文化（橋津藩倉~馬の山）

１２月１7 日（水）

まちの観光、特産品、伝統行事についての勉強会

13：30～15：30

閉講式

◎４回以上出席で、ガイドの認定基準をクリアするものとし、クリアした方に
は認定証を授与します。認定を受けられた皆さまは湯梨浜町観光ガイドの会へ
の参加資格も得られます。
★県内外からのガイドの会への観光案内申込みをお待ちいたしております。
[問合・申込]湯梨浜町観光協会 湯梨浜町観光ガイドの会
（０８５８）３５－４０５２
FAX（０８５８）３５－４７０１

■関西からのお客様。最終コース中
国庭園燕趙園にて、羽衣石城周辺の
歴史、文化についてご紹介をしたあ
と、鳥取県の無形民俗文化財「浪人
踊り」を披露をするガイドの会 副
会長の土井さん。お客様からは「素
晴らしい！」と拍手喝采!

湯梨浜町制施行
10 周年記念事業
■９月２３日（火）秋分の日にハワイアロハホールで「ゆりはま子育
て応援フェスタ」が開催されました。屋内では「ゆりはまのあしあと
～１０年を振り返って」と題した写真で振り返る保育所等のあゆみや
「ゆりはまの未来～次の 10 年に向かって」をテーマにした作文や絵画
の展示コーナーや、ユニークな名前の手作り顔だしパネルなどもあり
ました。おやつ作り体験も人気を集めていましたよ。 ■屋外の乗馬コーナーでは、ドキドキした様子で長い列に並ぶ子どもたち。
シャッターチャンスを狙ってカメラを構える保護者の皆さんは真剣そのも
の！手作りのアスレチックや芝生で元気いっぱい遊んだら・・・美味しそう
な匂いに誘われて昼食販売コーナーへ♪保育所の保護者の皆さんや地元の
方々による、たい焼き、焼きそば、焼きとり、パンにカレーに大満足(^^)
午後からは、歌、遊び、体操と親子で楽しめるケロポンズ（デュオ）のコン
サートも開かれ、親子で過ごす笑顔いっぱいの一日になりました。

南部忠平杯

21.097 キロ

くらよし女子駅伝競走大会

■１０月４日（土）・５日（日）の２日間、三朝町ふるさと
健康村自由広場にて「第 4 回Ｂ級グルメバトル」が開催され
ました。県中部の 13 店舖（全 19 品）が出店し、自慢の料
理に腕をふるいました。湯梨浜からはレストラン吉華の「牛
骨ラーメン」
、café ippo の「選べるフィッシュバーガー」が
登場。「バトルボール」を投票箱へ。その結果、味処 華(三
朝)のホルモンチャーハンが優勝♪おめでとうございます。

10 月 5 日(日)倉吉市営陸上競技場を
発着点に東郷湖畔を駆け抜けました

■10 時スタート！高校総合の部 101 チーム
（県内高校の部 7 チーム）がエントリー。選手
たちの力走に沿道からの声援にも力が入りま
した。豊川 A（愛知）が１時間８分５１秒で３
年連続６度目の優勝！！おめでとう(^^♪

日本海駅伝競走大会

42.195 キロ
■正午スタート！高校総合の部 101 チーム（県内
高校の部 9 チーム）がエントリーし、7 人でたす
きを繋ぎました。世羅 A(広島)が２時間６分２６秒
で３年ぶり３度目の優勝！！おめでとう(^^♪

■１０月に入るとすっかり涼しくなり、街路樹もだんだんと色づいてきました。夏のアウトドアや各地のお祭りも楽し
かったのですが、過ごしやすい気候の「秋」は何事にも意欲が湧いてきますね。そんなゆりはまの「○○の秋」たくさ
んある中の、ほんの一部ですが(^^♪紹介しま～す。 皆さまからの新情報もお待ち致しております！！
楽しむ♪遊ぶ♪
「グラウンド・ゴルフ」
■爽やかな秋風のなかのプレイは最高ですよ。
「中国庭園 燕趙園広場」施設料 無料
スティック貸出あり（龍鳳閣）
（０８５８）３２－２６２２
※10 名様以上の利用の場合は燕趙園事務所に
「東郷湖カヌー体験」
ご連絡下さい。（０８５８）３２－２１８０
[時間]9：00～17：00 土・日・祝のみ営業
「潮風の丘とまり」施設利用料 要
※１０月いっぱいまで。要予約
ステック貸出あり（０８５８）３４－３２１７
[料金]1 人 1,500 円 2 人目から 500 円
「はわい温泉・羽衣」プレイ料 要
★インストラクターが指導します。
ステック貸出あり（０８５８）３５－３６２１
[問合・申込]café ippo(カフェ・イッポ)
♪温泉、お食事とセットで楽しんでね♪
（０８５８）３５－６１６１

■スタンプラリー実施中！
10 月 1 日（水）～31 日（金）
各施設でスタンプを集めて
「しおり」をもらっちゃおう
☆★☆
「湯梨浜町立図書館」湯梨浜町龍島 497
10：00～18：00（月・祝・毎月末日休館）
（０８５８）４８－６０１２
「湯梨浜町立羽合図書室」湯梨浜町はわい長瀬 535
（０８５８）４７－５５５２
「湯梨浜町立しおさいプラザとまり」
湯梨浜町泊 1204-1（０８５８）３４－３２２６

食べる！！食べる！！食べる！！

「喫茶＆レストランたんぽぽ」湯梨浜町引地 140 「ぱにーに湯梨浜店」湯梨浜町旭 27
■東郷温泉養生館手前にお店があります。旬の野菜 ■店内には大黒天の足湯があり、
をたっぷり使ったサービスランチは８００円です。 ウォーキング中の癒しにも最適♪

味わう♪

「菓子工房シェルブール」湯梨浜町田後 341-6
右から「いちじくタルト」
「いちじくプリン」
「いちじくのミルクレープ」

おふくろの味が心に沁みます(*^^)
人気のパスタランチセットは小鉢一品、 ■美容にも効果的な、とろ～りジューシーないちじく
営業時間 7:00～19:00（食事は 11:00～） ドリンクバー、パンおかわり自由）で を使ったスイーツが人気です♪甘すぎず、あっさりと
（ランチ１１：３０～１４：００）
８５０円（ランチ 11:00～14:00） した新触感な逸品は期間限定ですよ！
木曜休 P あり（0858）32-1311
営業時間 9:00～18:00 定休なし 営業時間９：００～１９：００ 火曜休 P あり
★ラーメンも（600 円）人気なんです。
（０８５８）３５－５３５５
（０８５８）２４－４７２２

パワースポット二大滝めぐり

ものづくり♪

■不動滝は、安山岩の岸壁の上、約３２
ｍから落下する二段滝です。古来より
不動明王をおまつりしています。
毎年 7 月 7 日が「滝開き」で、数え年
の４２歳男性、３３歳女性を対象に
「ミニ畳づくり体験」伊藤畳店湯梨浜町松崎３６３
（要予約）お一人様 500 円～
■松崎のレトロな町並みの中にあります。好きな畳
地とカラフルな「へり」を選んで４０分～５０分。
職人さんの丁寧な指導のもと、自分だけの素敵な和
の飾りを作りませんか。（０８５８）３２－１２６
９

不動滝：32ｍから落下する二段滝
（湯梨浜町漆原）

「厄歳」をめでた
く躍進する意味の
躍歳（やくさい）
」
にかえる聖滝とさ
れています。

今滝：高さ 44ｍ

（湯梨浜町北福）

イ
町制施行１０周年記念事業

べ ン ト

※参加者(追加)募集中！！

情 報

町制施行１０周年記念事業
■今年の「ゆりはま市」も町内の特産品が盛りだくさん！
食べて買って、秋の一日をお楽しみ下さい(*^^)

■ウォーキングは最も手軽にできるスポーツで、ゆっくりと時

湯梨浜町内の特産物、水産物、商工業製品などの
販売はもちろん。軽食の屋台コーナー、魚と触れ合う
ミニ水族館「タッチングプール」
、
「ゆりりん」と
記念撮影、出張足湯サービス、ゆりはまアイスの販売もありま
すよ～。その他「颯雅」グループによる迫力の太鼓や、はわい
こども園の皆さんによるステージもあり、楽しい企画がいっぱ
いです。これはもう行くしかないでしょ♪

間をかけて体内に酸素を取り入れる「有酸素運動」です。当日
は、5 キロ（昭和レトロと出逢う道）
・8.8 キロ（伯耆一ノ宮・
参拝の道）
・12 キロ（東郷湖を巡る天女のふる里コース）の３
つのコースに分かれて湯梨浜の風景を楽しみながらウォーキン
グをします。※藤津及び松崎地内の一部で交通規制があります。 [開催］１０月１９日（日）

[時間］町制１０周年記念式典１０：００～
式典終了後（１１：１０頃）～１４：００
[場所］ハワイアロハホール正面玄関前駐車場
◇◇ 荻原健司 講演会 ◇◇
[問合］地産地消フェア ゆりはま市実行委員会事務局
荻原健司さんが来町されます！スキーノルディック複合の選手
（役場：産業振興課）（０８５８）３５－５３８３
［開催］１０月１８日（土）出発式９：００～
※５キロコースの出発式は１０：３０～

として長年にわたり世界のトップアスリートとして活躍。現在
は、日本ノルディック・フィットネス協会アンバサダーとして
もノルディックウォーキングの普及活動に努力されています。
［開催］１０月１７日（金）
［時間］１９：００～（開場：１８：３０）定員３００人
［会場］湯梨浜町中央公民館（湯梨浜町龍島５０５）
［問合］ゆりはま天女おもてなしウォーク実行委員会
（０８５８）３５－５３７２

１０月１９日(日)ついに！！ハワイアンな天女
「ゆりりん」のオリジナル顔出しパネルが登場し
ますよ。みんな一緒に写真撮ろっ(^^♪
★ゆるキャラグランプリ（１０月２０日まで）
エントリー中です。最後まで応援してね。

町制施行１０周年記念事業

in 湯梨浜

[開催]１０月２５日（土）
[時間]開場１４：３０～ 開演１５：００（全席自由）
[料金]前売り券２，０００円（当日券２，５００円）
※3 歳以上有料、3 歳未満は保護者 1 人につき膝上観賞無料

とびきりの笑い
をお届けします。

★入場券発売所 ハワイアロハホール (0858) 35-5678
とりぎん文化会館（0857）21-8700
米子コンベンションセンター（0859）35-8111

［問合］
第１部 「お笑いオンステージ」桂ざこば 宮川大助・花子 フォーリンラブ フルーツおじさんとっしー
第２部 トーク「ふるさと、わが町あのひと、このひと」湯梨浜町民の代表者＆ルート 33
ハワイアロハホール事務局
第３部 ほのぼのコメディ劇場 吉本新喜劇メンバー（チャーリー浜他）＆湯梨浜町の皆さん
（0858）35-5678

つまみぐいストリート MAP

[テント屋台・店内出店者リスト]

つまみぐいストリート MAP

■戦前は、八月市の名称で稲を掛け
る竹の売買を主な目的として、旧暦
８月の３と８の日で稲刈り前に行
われており、日用品や雑貨や鍬など
の農具、野菜などが店頭に並び、多
くのお客様で賑わったそうです。
戦後は名称を変え、「松崎市（まつ
ざきいち）」として、１０月の３と
８のつく日に行われました。後に、
３と８で表現した方がよくわかる
ので、三八市（さんぱちいち）と名
づけられました。

松
崎
名
物
手
作
り
朝
市

［開催日］１０月３日（金）８日（水）
・１３日（月）・１８日（土）
２３日（木）・２８日（火）・の６日間

Bells、河本魚店、タナカヤ・いきいき直売店よどや・ ［場所］松崎三区周辺（JR 松崎駅から徒歩５分）
・東郷池付近
ハッピーバーディ・ハナミズキ・田中家・鳥大屋台 ［時間］９：００～１１：３０※開催日により時間の変更があります。
郎・・ワイワイカンパニー東郷池・キューピット・ ★１０月１８日（土）は●10：30～「おもしろしじみのダンスコンテスト」
アスコット・会席佐藤・美船・もちつき隊・たい焼 「ときめきファッションショー」●14：00～「音をつかったワークショップ」
き同好会・森の生活者・食堂カルン・ローフードマ （参加費要）●１８：００～おもちゃ楽器の演奏と食事会（入場料要）などの
イスター・yukawatana・おちゃもとす・テカラ・
催し物が盛りだくさん。みなさーん、早起きして遊びに来てね♪
たみ・ふみちゃん・ミケや本店・あかまる牛肉店
[問合]三八市実行委員会（０９０）７７７９－６１７５

はわい温泉・東郷温泉へようこそ(*^^)今年も走ります！！

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
■かにの美味しい季節が近づいてきましたね。
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

《2014 年 10 月～11 月 10 日》
湯『ゆりはま天女おもてなしウォーク』
湯『ゆりはま市』
湯『宝くじワクワク劇場』
湯『三八市（さんぱちいち）』 内 紙 面 を
みてね♪

湯『湊神社例大祭』

橋津地区の秋まつりとして行われる伝統行事で大
名行列や花車（だんじり）などが見ものです。

[開催]１０月１２日（日）
※１９日（１９：００～宵宮）
[時間]１２：３０～ 大名行列
[会場]湊神社 湯梨浜町橋津
湯『灘郷神社秋季例大祭』

[料金]大人：３，８００円（税込）
（学生・小人：３，３００円（税込）
）
泊地区に伝わる伝統行事で、鳥取藩舟番所の番士に
※いずれもお一人様の往復料金です。
よって村民に伝えられ、２００年以上を経た現在ま
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
で継承されています。
お客様 ※日帰りのご利用はできません。 [開催]１０月１２日（日）
● 宿泊予約をする際に「カニバスを利用しま [時間]１０：３０～ 祭事
す」とお伝えください。インターネットで
１４：００～ 榊、大名行列
の宿泊予約も、お手数ですがカニバスを利
[会場]灘郷神社 湯梨浜町泊
用することをお伝え下さい。
湯『町歴史講演会』
[問合]はわい温泉・東郷温泉旅館組合
うぇるかに
古墳時代初期に造られた山陰地方最大級の
（０８５８）３５－４０５２
かもーん
馬ノ山４号墳で出土した「線刻人物円筒埴輪」
の謎に迫ります。

[開催]１０月２６日（日）[時間]１３：３０～
[キャンペーン期間]
平成２６年１０月１日（水）
～平成２７年２月２８日（土）
■キャンペーン期間中、パンフレットに掲載
された対象の旅館・ホテルに宿泊し、
『宿泊証
明印』を押したハガキで応募すると、抽選で
毎月１００名様（総勢５００名様）に「旬の
カニ」をプレゼントします。パンフレット裏
面に応募ハガキが付いていますが、官製ハガ
キでの応募も OK ですよ。
応募締切：平成 27 年３月６日（金）必着
［問合］鳥取県観光連盟
（ ０８５７）３９－２１１１
http://www.tottori-guide.jp/

[会場]湯梨浜町役場 講堂
[講師]滋賀県文化財保護協会：辻川哲郎氏
[問合]教育委員会生涯学習・人権推進課
（０８５８）３５－５３６７
湯『人形劇団ののはな公演』
大人も子どもも楽しめる人形劇です。
「赤ずきんちゃん」
「いいものみーつけた」

[開催]１０月２６日（日）
[時間]１０：３０開園

[会場・問合]中央公民館羽合分館
（ハワイアロハホール内）
（０８５８）３５－５３４４

湯『歴史の種まき 今滝の森と沢保全の物語』
とっとり県民参加の森づくり推進事業モミジの植
樹体験を通じて自然環境と再生について学びます。

[開催]１１月２日（日）
[時間]９：００～１５：３０
■今年もはわい温泉・東郷温泉旅館組合が、忘・新年会プランをまとめた小冊子
を作成し、鳥取県中部の自治体や企業などを訪問して、利用促進の PR 活動を行
いました。お宿それぞれの趣向をこらしたお料理プランはもちろんのこと、山陰
八景の一つ東郷湖を眺めながらゆったりとした
時間をお過ごしください。幹事さん、迷ったら
ココ♪はわい温泉・東郷温泉、ほんにええで♪
[問合]各旅館、または
はわい温泉・東郷温泉旅館組合
(０８５８）３５－４０５２
FAX(０８５８）３５－４７０１
http://www.hawai-togo.jp/

小雨決行

※舎人（とねり）会館広場に集合受付 9：00～9：30
[参加費]お一人様３００円
[持ち物]雨具・手袋・お茶等◎昼食はお弁当を準備
します。◎参加希望者は参加者名、年齢、住所、連
絡先を電話または FAX でお申し込み下さい。
申込締切 １０月２４日（金）17：00 迄
[問合・申込]NPO 法人サカズキネット事務局
(0858)22-3775 FAX (0858)22-3778

湯『ゆりはま大漁まつり』

湯梨浜の特産品、海産物販売はもちろん、海峡太鼓、
フラダンス、保育園の皆さんのステージイベントの
他、魚と触れ合うタッチングプールなど楽しい企画
が盛りだくさん！！しじみ汁無料配布は 10：30～

[開催]１１月３日（月・祝）
[時間]１０：００～１３：３０
《漁船の乗船体験》
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

※天候により船が出ないこともあります。

大人５００円 小人３００円
[場所]泊漁港

湯梨浜町泊

[問合]湯梨浜町商工会（０８５８）３２－０８５４

