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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

２０１４年９月１０日発行(毎月１０日発行)

https://www.facebook.com/yurihamakannkou

湯梨浜町観光協会★会員募集中！！

新！！湯梨浜町着地型観光プラン

～三美人が愛した湖を巡る～
鳥取県中部、湯梨浜町の真ん中に位置する山陰八景の一つ「東郷湖」
。そのロケーションは素晴らしく、周辺には「天女
が舞い降りた羽衣伝説」、
「出雲神話に登場する下照姫（シタテルヒメ）
「九品山（くほんさん）大伝寺中将姫」と三人の
美人伝説も残り、湖底から湧出る温泉は、弱アルカリ性で肌の角質をとる美肌効果もあります。
全日本ノルディックウォーク連盟より公認コースとして全国初の認定を受けた、県下でも有数のウォーキングメッカ
で健康と美を同時体験できる新プランが登場です。

昼食プラン
①オリジナル弁当「天女からの贈りもの」と
【実施期間】通年 ※雨天決行、但し荒天により中止となる
中国庭園燕趙園入園セット
お一人様 1,100 円
場合があります。
②オリジナル弁当「天女からの贈りもの」
【料
金】お一人様 ８００円（販売手数料設定なし）
持ち帰り
お一人様 800 円（税別）
★スイーツクーポンの特典付き！！
③レストラン吉華（牛骨ラーメンセットまたは、
★ノルディックウォーク インストラクターが帯同します。
ゆりはま御膳）お一人様 700 円

★ノルディック・ポールのレンタル有（３００円）

【最少催行】１５名様 ※団体対応となります（要事前予約）

美肌の湯 はわい温泉入浴プラン
天女が愛した美人の湯を満喫♪３つの旅館からお選
【行
程】
びいただけます。
お一人様 500 円
★千年亭
★羽衣
11:00 はわい温泉到着（準備運動・説明・スイーツクーポン配布） ★望湖楼

手仕舞日はツアー実施７日前

11:30 ツアー出発 ⇒ めぐみのゆ公園
12:30 中国庭園燕趙園到着（オプション：昼食プラン①、②、③より）
13:30 出発 ⇒ ぱにーに湯梨浜店
14:00 出雲山～café ippo
女性の守り神 下照姫と倭文神社参拝プラン
15:00 ゴール（オプション：美肌の湯 はわい温泉入浴プランより）
●スイーツクーポン取扱店●
老龍頭（中国庭園燕趙園前）
：楊貴妃のささやきソフトクリーム
ぱにーに湯梨浜店：二十世紀梨のコンポート
Café ippo:クリーム・オ・キャラメルプリン
山本みやげ店：山陰名菓 大風呂敷

伯耆の国一の宮として古くから
女性の守り神として信仰される
神社です。ご祭神の一人下照姫
の優しさと美しさを香りに込めた
「かほり袋」に願いを掛ければ
女子力アップ間違いなし！
お一人様６６０円

【問合・申込】湯梨浜町観光協会（０８５８）３５－４０５２ FAX(０８５８)３５－４７０１

湯梨浜町着地型観光プラン
１０８年の歴史ある湯梨浜の梨。東洋一の選果場を見学して、四季折々の梨を
味わってみませんか。
[期間]８月下旬～１２月下旬
[品種]
[所要時間]１時間
二十世紀梨（名産） 8 月下旬～９月中旬
秋栄（あきばえ）
８月下旬～９月上旬
[料金]一人６００円
新高（にいたか）
９月下旬～１０月上旬
[場所]JA 鳥取中央東郷選果場
新興（しんこう） １０月中旬～１１月上旬
[団体対応]最少催行人数２０名
最大収容人数１２０名 王秋（おうしゅう）１１月下旬～１２月中旬
愛宕（あたご）

１１月下旬～１２月下旬

※生産・出荷場の見学ですので
下記の時間帯は対応できません。
１０：００～１０：１５ １２：１５～１３：００ １５：００～１５：１５
※収穫状況により選果場ラインが稼働しない場合、
映像にてライン稼働をご覧いただけます。

【問合・申込】湯梨浜町観光協会（０８５８）３５－４０５２

二十世紀梨の販売期間中は併設
された直売所にて購入できます。

■８月２３日（土）あやめ池公園でタマノカンザシ観
賞会が行われました。タマノカンザシは半日陰を好ん
で生育するユリ科ギボウシ属大型多年草で、夜開いて
日中には閉じてしまうという珍しい花です。栽培コー
ナー・鉢植え見本の展示・販売などもあり約１００ｍ
のタマノカンザシ通りには一重咲きが１５０株、八重
咲きが１５０株(^^♪植えられています。一日一輪ず
つ純白の花が咲き、訪れる人たちに優しい香りを届け
てくれました。ササユリに似た香り・・と言われてい
ますが、藤の香りに似ているかな。花を観に来られた
方同士「こんにちは」と自然に声が掛けられる環境は
本当に素晴らしいと思いました。季節によって色々な
風景を魅せてくれる癒しの空間「あやめ池公園」へぜ
ひお出掛け下さい。

■８月２３日（土）中国庭園燕趙園で、湯梨浜では、この夏
最後の花火が打ち上げられました。庭園の景色と花火とのコ
ラボレーションは素晴らしく、大きさ、音、演出など一つ一
つに鮮やかな細工が見られ、その美しさに会場からは歓声が
あがりました。
「幻想の夕べ」イベントにふさわしく、キャン
ドルの灯りが優しく彩り、幻想的な雰囲気に包まれました。

ギボウシ属の
ギボウシって
なあに？？

■８月２５日（月）JA 鳥取中央東郷梨選果
場で二十世紀梨初出荷式が行われました。
鳥取中央農協女性会の皆さんによる『鳥取
梨もぎ音頭』、東郷保育所の皆さんによる
『東郷かるた』の紹介と踊りが披露される
と、会場はあたたかい拍手に包まれました。
初荷を乗せたトラックの運転手の皆さん
は、5 人の梨娘に花束と梨かごを手渡され、
テープカットと共に多くの皆さんに見守ら
れながら、全国に向けて出発！！心をこめ
て、東郷から全国の皆さんへ・・・
「ふるさとの秋」をお届けします。

つぼみの姿が、橋の柱
の先端についている
「擬宝珠」に似ている
ことから名前がついた
んだって。

★9 月中旬までに
20 万２千箱の出荷
販売を目指します。
《写真》→→
二十世紀梨の原木
７月４日
『梨の日』式典より

■明治３９年、湯梨浜町久見の更田安左衛門
が三朝町出身の技師から枝を譲り受け、早生
赤梨に接ぎ木した原木です。
『百年会』の
皆さんによる努力で 100 年以上経過した現
在でも、多くの実をつけています。これから
も湯梨浜（東郷）梨の歴史を物語る貴重な財
産として大切に育てていきたいですね。

大盛況にて終了！！
ありがとうございました。
■９月６日（土）・７日（日）の２日間、
あやめ池スポーツセンターを会場に
「第３６回全国ベテラン卓球 ゆりはま
東郷大会」が開催されました。
昭和２年東郷尋常高等小学校に赴任した
体育教師の坂口友吉氏（藤津出身）が
生徒たちに卓球を教え、練習に励んだ
結果、郡や県の大会でも優勝するなど、
生徒の実力は次第に上達していき、当時
の「東郷愛球クラブ」の名は広く知れ渡
りました。まだ卓球台がなかったため、
会議用の大きな机を利用して練習をしていたそうですよ。
卓球の普及発展に力を尽くした坂口氏が考案したベテラン卓球大
会（第一回大会は昭和 53 年に開催）選手は梨や温泉を楽しみな
がら卓球を通して交流の輪をひろげました。

９月 7 日（日）JA 鳥取中央東郷梨選果場にて
「梨まつり」が盛大に開催されました。梨試食コ
ーナーでは回転式の梨皮むき機が大活躍！！
梨をセットしてハンドルを回すと・・皮がスル

スル♪あっというまにお客様のもとへ。
がぶりと丸かじりした二十世紀梨からは、みず
みずしい果汁が口いっぱいに広がりました。
４回に分けて行われた梨詰め放題コーナーに
は長い列が出来ていましたよ。『梨まつり』に
くると湯梨浜の秋だな～と感じますね。

ゆるキャラグランプリ２０１４

■「鳥取県を全国へ」を合言葉に２００９年からスター
トしたとっとりバーガーフェスタ。8 月 30 日に予選が行
われ、Café ippo の「ネタが選べる貝殻フィッシュバー
ガー」が本戦出場を決めました！！
地元で捕れた新鮮な魚介類を（アジ・ハ
マチ・トビウオ・沖キスなど）泊漁港「サ
カナクワイヤ」で漁師の奥様方、地域の
方が加工し、町内のパン屋さんが特別に
焼いたイタヤガイ型のバンズを使用し
た逸品。自家製タルタルソースとの相性
は抜群です。

地域とのコラボで出来た 夢のご当地バーガーです！
[開催]１０月１２日（日）・１３日（月） ☆13 日は
ゆりりんも来るよ。
[時間]１０：００～（小雨決行）
※入場無料ですが、バーガー購入はチケット制です。
一冊 1,000 円（100 円×10 枚綴り）チケット販売店は下記の
サイト、または実行委員会にお問合せください。

[会場]大山町：大山博労座駐車場
[問合]とっとりバーガーフェスタ実行委員会
０８０－１９２３－５７５6 http://cms.sanin.jp/p/gtfb/1/
café ippo(カフェ イッポ)（０８５８）３５－６１６１

■今年もゆるキャラグランプリの
季節がやってきました。ゆるキャラとは・・
「ゆるいマスコットキャラクター」の略で
イベント、各種キャンペーン、地域おこし、
名産品の紹介のようなＰＲなどに使われるマスコットキ
ャラクターのことです。２０１０年から始まったゆるキャ
ラグランプリ！！全国からエントリーされたゆるキャラ
の頂点は・・。皆さまの応援で、ゆりりんを上位にランク
インさせて下さい～☆
頑張れ～
ゆりりん！！
僕はエントリーし
てないからな・汗

グランプリ投票の流れ
[投票期間]9 月２日（火）～
１０月２０日（月）
パソコン・タブレット・スマ
ートフォン・フィーチャーフ
ォンからの投票です。
◎一日一回投票できます。期
間中は是非とも投票を日課に
して下さい(*^^)詳しくは
http://www.yurugp.jp/
【表彰式・決戦投票】１１月１日（土）～３日（月）
（ゆるキャラグランプリ 2014 in あいちセントレアにて）

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
＊

■皆生温泉発、鳥取県の東部・中部・西部を横断し、車窓から眺める
景色を楽しみながら、バスでらく～に観光してみませんか。
【期間】平成２６年９月２０日（土）～平成２７年１月４日（日）
★毎週土曜・日曜日と[9/22・23・10/13・11/3・24・12/22・23・1/2]に運行
【料金】お一人様 おとな２，０００円 こども５００円（砂の美術館入館料込）

【申込・問合】㈱農協観光鳥取支店
（０８５７）２６－０６０２ FAX（０８５７）２６－０６５２
【土・日・祝日の場合の申込・問合】
０９０－３７４７－５８１０ http://www.nashinohana.com/events/3503/
９：５０

皆生温泉・米子市観光センターバス乗り場発

１１：５０～１２：１０

倉吉白壁土蔵群・赤瓦
（自由散策・自由昼食）

１０：３０

１４：３０～１５：４０

１７：３０

三朝温泉観光商工センター前着

鳥取砂丘・砂の美術館

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。併設されている世界初
「砂の彫刻」を展示する美術館
は第７期展｢砂で世界旅行・ロシ
ア編｣開催中！！

赤瓦に白い漆喰壁の落ち着
いた風情ある町並みを散策。
周辺のお好きなお店でラン
チをどうぞ♪（昼食代別）

１６：０５ 鳥取駅北口着（鳥取駅・鳥取温泉方面へ降車の方）

米子駅前だんだん広場横発

１７：００ はわい温泉・東郷温泉観光案内所着
１７：５０

倉吉駅バスターミナル着

《９月１０日～》
■９月の第３月曜日は「敬老の日」ですね。長年にわたり、社会に尽くして
こられたお年寄りの方々を敬愛し、長寿を祝うことを趣旨として出来た日本
独自の国民の休日です。今月も『ゆりはまにあ』をご覧いただいている全て
の皆さまを対象にプレゼントのお知らせですよ～。日頃お世話になっている
方へのプレゼントにもいいですね。はわい温泉・東郷温泉観光案内所にお出
掛けいただき、ご希望の商品をお伝え下さい。それだけでＯＫです。

1

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枚入）１冊 １名様
★日帰り入浴できます！！湯ったり☆のんび～り

２

樋口農園より
ハーブが香る抹塩（バジル）
３名様
★お料理の幅が広がります。パスタにも合う♪

３

第６回ハワイトライアスロン in 湯梨浜
オリジナルトートバッグ
5 名様
★しっかりした生地。丈夫で使いやすい！

４

はわい温泉・東郷温泉入浴剤 ２個セット５名様
★パッケージも可愛い♪いつでも温泉気分☆

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
【プレゼント受付】９月１４日（日）９：００～
※お電話でのお取り置きはできません。観光案内所に
お越し頂いた方のみがプレゼントの対象者とさせていただ
きます。ご了承下さいませ。お待ちしておりま～す(^^)

倉『二十世紀梨まつり』
期間中毎日鳥取県産の二十世紀梨や新品種の食べ
比べが出来ます。

[開催]９月６日（土）～９月２３日（火・祝）
9 月２日（火）～１５日（月・祝）
★梨タワー登場！！タワーの梨の数を当てて
県産の旬の梨を当てちゃお～♪
９月１３日（土）～２３日（火・祝）
★梨狩り体験 １人３玉お土産付
（時間）１０：３０～
１４：３０～
（料金）６００円
※各回先着３０名様

入館料は別途必要です。

『梨カレー試食会』
：東郷梨加工グループ協力
[開催]９月２８日（日）
[時間]１０：００～
１４：３０～
[会場]鳥取二十世紀梨記念館 なしっこ館
[問合]上記イベント共 鳥取二十世紀梨記念
館 なしっこ館（０８５８）２３－１１７４
★９/12 鳥取県民の日無料開放デ―
★9/28 お客様無料感謝デー
湯梨浜町制施行１０周年記念

湯『ゆりはま子育て応援フェスタ』
ホール内外でのイベントが盛りだくさんです。
お子様と一緒に楽しみましょう♪

■２０１４「６（シックス）エリアスタンプ
ラリー《秋》
」が始まりました。
「鳥取は美味しい食べ物もたくさんあって、
大好きです」とお客さまからの嬉しいお声も
多数届いています。応募数も↑↑グーンと急
上昇(*^^)みなさん、応募しないと始まりま
せんよ～。★期間中、各施設に設置のスタン
プを各エリアから１つずつ、合計３ポイント
集めて応募すると抽選で６エリアの特産品が
当たります。湯梨浜町からのプレゼントは・・

美糀（びこうじ）
★湯梨浜町の加工グループによって作られ
た湯梨浜特産のお米を使った糀調味料で
す。ドレッシングとしても使える逸品です
よ。
宿泊はスタンプ 2 つ!!
あと一つは宿泊地以外の別
エリアのものを集めてね。

地酒（山陰東郷特別セット）
★松崎の福羅酒造より、生もと造りの純米
酒にこだわる山陰の銘酒です。
軽快で辛口の純米酒で乾杯！！

[開催]９月２３日（火・祝）
[時間]９：４５～無料チケット＆スタンプラリー
※会場一部のコーナーで必要なチケットとスタン
プカードを配布します。

１０：００～１２：００屋内イベント
★物々交換くるくる（子ども服や絵本などを
リサイクル。当日持ち込みＯＫ）
★おやつ作り体験(たこ焼きや綿菓子など)他

１０：００～１２：００屋外イベント
★ホエホエ隊の思いっきり外遊びコーナー
★かこ先生のわくわく教室（シャボン玉）
★ミニ縁日コーナー（お菓子やヨーヨー釣り）
★ポニー乗馬体験 他
１０：３０～１１：４５イベントショー
１１：００～１３：００昼食販売コーナー
１３：００～１４：００
★ケロポンズコンサート
入場無料※９月１日～整理券を配布しています。
町内保育所・役場子育て支援課でお求め下さい。

[会場]ハワイアロハホール
[問合]役場子育て支援課
（０８５８）３５－５３２４
[問合]とっとり梨の花
【期間】9 月１日（月）～１１月３０日（日） 湯『三八市（さんぱちいち）
』
温泉郷広域観光協議会 【応募締切】１２月５日（金）必着（郵送） 松崎三区を中心に開かれる伝統的な名物市。日用雑
（０８５８）２４－５０２４ ※各施設の応募箱には１１月３０日まで 貨・農具・野菜などの他、地元商店や町外の人たち
http://nashinohana.com に投函して下さい。
の自慢のこだわりのメニューも並びます。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ [開催]１０月３日・８日・13 日・１８日・
２３日・２８日・３０日・３１日
＊
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

※１０月の３と８が付く日に開催
[時間]９：００～
[会場]湯梨浜町松崎 松崎三区周辺
[問合]湯梨浜町商工会
（０８５８）３２－０８５４

倉→『倉吉イベント』湯→『湯梨浜イベント』

