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 ３９

ゆりはまにあ

★☆★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８月１０日発行(毎月１０日発行)

湯梨浜町観光協会★会員募集中！！

■鳥取県と言えば二十世紀梨！！と言われるだけあって
「鳥取県二十世紀梨」の年間収穫量は全国の約半分を占め
ています。しかし、ここまで来るのには大変な苦労があり
ました。明治２１年、梨農家であった千葉県松戸市の松戸
覚之助さんという方が、分家の石井佐平さん宅のゴミ捨て
場に生えていた苗木を見つけ、持ち帰って移植し、試行錯
誤しながら育てること１０年。やっと実が成ったのです。
形もよく薄緑色で美しい、食べてみると甘くて多汁な素晴
らしい梨でした。やがてこの梨は「青梨新太白（あおなし
しんたいはく）
」と呼ばれ親しまれましたが、明治３７年、
苗木の生産販売をしていた渡瀬寅次郎氏、東京帝国大学助
教授池田伴親氏が「この梨はきっと二十世紀には名を成す
であろう」と賞賛され「二十世紀梨」
と名付けられました。
鳥取県に初めて苗木を持ち込ん
だのは、現在の鳥取市桂見に住ん
でいた北脇永治さんという方です。
丹精込めて育てた果実♪澄んだ空気と青空のもと、
明治３７年、松戸覚之助さんが
もぎたて新鮮果実をガブリとどうぞ～(*^^)
経営する「錦果園」から１０本の
梨狩り体験料（入園は無料です）
苗木を購入し、それを自分の果樹園に
★個人のお客様★
植えました。これが「鳥取県二十世紀梨」の始まりです。 【大人】８５０円（中学生以上）
湯梨浜の梨も、この年から栽培が始まりました。異品種の 【小人】７５０円（小学生）
園内は
花粉を二十世紀梨の花に交配、たくさんなった果実を選別 【園児】５５０円
食べ放題～!!
して間引きする摘果、美しい肌を作るための 2 回の袋かけ、 ★団体のお客様★※２０名以上
直売と進物の
冬場の選定作業、黒班病などの病気や災害対策にカラスや 【大人】７５０円（中学生以上）
全国発送致し
イノシシ対策など・・・手塩にかけて育てようやく実った 【小人】６５０円（小学生）
ます。
二十世紀梨。
【園児】４５０円
今年で１０８年目を迎える栽培の歴史や、湯梨浜の特産
品である梨の物語をたどることで、農家さんの梨への愛情 【問合・予約】開園時間：ＡＭ８：００～ＰＭ５：００
を知り、梨畑の風景がかけがえのないものに見えてきます 山陰のフルーツ王国 波関園（なんぜきえん）
ね。東郷湖を囲む水はけの良い斜面で、日光を十分に浴び 湯梨浜町別所８１８－７（０８５８）３２－１８２１
た東郷（湯梨浜）の二十世紀梨を是非ご賞味ください♪
※写真：波関園ハウスにて（８月下旬からは露地の梨狩りが出来ます）
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■春号に引き続き、商品もリニューアルして新パンフレットが完成しました。
アイスをお買い求めの際は、パンフレット裏面「あいすくりーむ販売店」をご
覧ください。※店舗により取り扱う商品が異なります。

焼肉大平門倉吉本店
★★★
焼肉のシメはやっぱり
これでしょ！！

メルヘンショッピング

【問合】倉吉市上井町
１丁目 10-15

０１２０－３５－３１１８
（０８５８）３５－３１１８
http://marchen-t.com/shop/

（０８５８）２６－４０８２

（オリジナルアイスギフト
６個セット）
★★★
【問合・申込】㈱メルヘン

★Ｙショップ★
湯梨浜リズム店
アットホームな店内に
は地元の商品がズラリ
【問合】湯梨浜町光吉
２３６－１
（０８５８）３５－５１１８

手作りの味、お届けします

湯梨浜の四季～ゆりはまのしき～
■湯梨浜町の加工グループメンバーが、食べ
ていただく方の健康、幸せを祈りながら手作
りした「湯梨浜の四季」詰め合わせギフトセ
ット《夏バージョン》が登場しました。
遠く離れたあなたへ・・お世話になった方々
へ感謝を込めて、湯梨浜からの食便りを贈っ
てみませんか。きっと喜ばれますよ(*^_^*)
【７品詰め合わせ】
取扱店で
3,000 円（消費税込）
発送もできます

■木苺ジャム

■つわぶきの佃煮

【問合】湯梨浜町四季の会 事務局
（湯梨浜町商工会）（０８５８）３２－０８５４

■梅干し

■梨シロップ

■梅美しお

■焼肉のたれ ■ハーブが香る抹塩

■通年取扱店
■お中元・お歳暮のみ取扱販売店
ハワイ夢マート
国民宿舎 水明荘
（０８５８）３５－３５６６
（０８５８）３２－０４１１
㈲石沼 はわい店
山本みやげ店
（０８５８）３５－４１４６
（０８５８）３５－４１４１
泊店（０８５８）３４－２０７５

ぬくもりたっぷりの
檜づくりの脱衣所は
民宿鯉の湯さんの温か
い人柄のよう♪

■東郷湖の湖底から湧き出たお湯を「鯉」が
教えてくれたという伝説が残るはわい温泉。
その名も「鯉の湯」さんに、爽やかな風を感
じることができる広々とした露天風呂が完成
しました。モチロン１００％源泉かけ流し!
(^^♪宿泊だけでなく、日帰りの食事プラン
もご相談下さい（要予約）
【問合】民宿鯉の湯（０８５８）３５－３２２６

■7 月２０日（日）はわい温泉 羽衣納涼祭
谷本耕治歌謡ショーが盛大に催されました。
告知するのが先か、チケット完売が先か・・。
増席したものの、キャンセル待ちのお客様も
多数いらっしゃったようです。
人気の秘密は甘いマスクとトークの面白さ!!
（もちろん歌唱力もバツグン）１８：４５か
ら約２時間、歌・トーク・ダンス？と会場の
お客様を魅了する素敵な歌謡ショーでした。
シャンソン歌手でもある谷本耕治さんは湯梨
浜町の出身で、H26 年１月、PR 大使に任命さ
れました(*^^)v 今では全国を飛び回りなが
ら、湯梨浜の魅力発信にも努力されています。
みんなで谷本耕治さん
を応援しましょう♪♪
8 月 24 日（日）
アロハホールで開催
される「ふるさとのど
自慢大会」では特別審
査員として皆さまに
会いに行きます！

■7 月２０日(日)水郷祭で披露された
「浪人踊り」その歴史は古く、４００年以上
昔にさかのぼります。戦国武士の供養のため
の念仏踊りで、踊りの始まりは太鼓と唄、そ
の音を聞きつけた浪人たちが集まってくる様
子を表現しています。浪人（武士）らしく背
筋をまっすぐに伸ばした姿勢で踊り、音を立
てないすり足の運びが特徴で、昭和３７年１
０月１６日鳥取県の無形文化財に指定されま
した。

■宮脇町長の熱気あふれるカウントダウンで打ち上げられ
た水郷祭湖上花火!! 半円に花開いた花火の光が四つ手網

を浮かび上がらせ、幻想的な風景に感動しました(〃ω〃)

■７月２６日（土）
とまり夏まつり午前中は、わっし
ょい!!と灘郷神社の威勢の良い神輿
が巡行。夕方からは泊小学校の鼓笛
隊パレードで開会式が行われ、ステ
ージライブではミュージシャンに
よるライヴの他、海響太鼓も披露さ
れました。フィナーレの大花火が打
ち上げられると、会場からは大きな
拍手と歓声があがりました。

■7 月２７日（日）綱引き大会
●小学生の部 １２チーム
●一般女子の部 ２１チーム
●一般男子の部 ８チームが
参加し、白熱した戦いが繰り広
げられました。応援団からアツ
イ声援を受け選手たちも気合十
分！！歓声もすごい(^^)

サマーわくわくフラダンスショー
今年もはわい温泉広場の特設ステージで、地元のフ
ラチームのメンバー１５名が艶やかなフラダンス
を披露しました。はわい温泉・東郷温泉に宿泊中の
お子様や、地元の方も一緒になって日本のはわいの
雰囲気にうっとり♪宿泊のお子様には花火プレゼ
ント！もらってその場で楽しめるって、いいです
ネ。今年のショーはあと 1 回、みんな温泉広場に
集合～♪特製かき氷（100 円）もあるよー。
【ラスト・フラダンスショー】
８月１７日（日）２０：１５～２０：３０
【問合】はわい温泉・東郷温泉旅館組合
（０８５８）３５－４０５２
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花火は約
２，０００発

■幻想的な雰囲気の園内とすぐそばで上がる
迫力の花火は感動そのもの！!
ぜひ入園して夏の夜をお楽しみください。
【開催】８月２３日（土）
【夜：開園時間】１８：００～２１：００
※２０：００～花火
※園内での花火観覧には
夜用チケットが必要です。
【入園料】個人：大人 ５００円
個人：小人 ２００円
（団体割引きもあります）
【問合】中国庭園燕趙園（０８５８）３２－２１８０
※ゆりはまにあ 38 で記載した「幻想の夕べ」開催日
について正しくは 23 日（花火と同日）です。

湯梨浜の花火はまだあります！
燕趙園の花火がスゴイんです！

《2014 年 8 月～9 月 10 日》
■２０１４「６（シックス）エリアスタンプ
ラリー《夏》」好評開催中!!
《春》バージョンではたくさんのご応募と
貴重なご意見をいただき、ありがとうござい
ました。引き続き《夏》バージョンが登場☆
期間中各施設に設置のスタンプを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。湯梨浜エリアからは

湯「幻想の夕べ」
湯「燕趙園庭園花火」

倉『せきがね夏まつり』

詳細は内紙面を
ご覧ください♪

ステージ、抽選会、盆踊りの後は・・・

[開催]８月１５日（金）
[時間]１８：３０～※花火２１：００～
[会場]倉吉市役所関金庁舎駐車場
[問合]せきがね夏まつり実行委員会
（０８５８）４５－２１１９
倉『河原町地蔵まつり』

ゆりはまを愛すプロジェクトより

「アイスギフトセット」★３名様★

今年で６０回目を迎えました
道の駅はわいより

「東郷産二十世紀梨 1 箱（３キロ）
」
★２名様★
をプレゼントしちゃいますよ。
まだまだ間に合う(*^^)v 観て、泊まって、 [問合]とっとり梨の花
温泉郷広域観光協議会
スタンプを集めて特産品を当てよう～。
（０８５８）２４－５０２４
【期間】７月１日（火）～８月３１日（日）
http://nashinohana.com
※応募締切９月５日（金）必着（郵送）
◎秋号は９月１日（月）～
※各施設の応募箱には 31 日までに投函

始まるよ！！
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
＊

残暑お見舞い申し上げます。暑い日々が続いておりますが、皆さまいか
がお過ごしでしょうか＾＾そして、観光協会員の皆さま、各施設や Web
で湯梨浜の情報紙「ゆりはまにあ」をご覧の皆さま、いつも応援ありが
とうございます。もっと楽しく♪ワクワクをお届けしたい・・というこ
とで、今回は日頃より観光協会にご理解とご協力をいただいております
「湯梨浜町観光協会員さん限定(^^♪)」で、とっておきのプレゼント
コーナーをご用意いたしました。応募は簡単！！はわい温泉・東郷温泉
観光案内所にお出かけいただき、A～C のご希望の商品をお伝え下さい。
な、な～んとそれだけで OK!! 次号からは会員様を含めた皆さまにも
プレゼントできるよう検討中です。どうぞご期待下さい。
A 賞

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《3 名様》

B賞

第６回ハワイトライアスロン in 湯梨浜
オリジナルハンドタオル《5 名様》

C賞

樋口農園より
ハーブが香る抹塩《３名様》

【プレゼント受付】８月１３日（水）９：００～

どうぞご期待下さいませ☆☆

待って
ま～す★

※先着順です。

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]８月２３日（土）
[時間]花火２０：１０～
[会場]倉吉市河原町・小鴨橋周辺
[問合]河原町地蔵まつり実行委員会
（０８５８）２３－５６６３
湯『タマノカンザシ観賞会』
栽培コーナー・鉢植え見本展示・販売コー
ナーもありますよ。
[開催]８月２３日（土）
[時間]１０：００～１４：００
[会場]あやめ池公園タマノカンザシ通り
湯『風の音コンサート』
[開催]９月６日（土）
[時間]１８：３０～２０：３０
[会場]あやめ池スポーツセンター
屋外特設ステージ
[問合]東郷湖羽合臨海公園
（０８５８）３２－２１８９

北『第９回北条砂丘まつり』

鳥取だらずプロレス、書道パフォーマンス
など楽しいイベントが盛りだくさん
[開催]８月２４日（日）
[時間]１５：００～２１：００
※花火２０：００～２０：３０
[会場]北条オートキャンプ場
[問合]北栄町役場 政策企画課
（０８５８）３７－５８６４

湯『ふるさとのど自慢大会』
湯梨浜町制施行１０周年記念

[開催]８月２４日（日）
[開園]１４：００～１６：２０
[会場]ハワイアロハホール 大ホール
[問合]ハワイアロハホール事務局
（０８５８）３５－５６７８
湯『第３６回全国ベテラン卓球
湯梨浜東郷大会』
全国の卓球愛好家の祭典！！

[開催]９月６日（土）
・７日（日）
[時間]６日 開会式（９：００～）
団体戦（９：５０～）
７日 個人戦（８：３０～）

[会場]東郷湖羽合臨海公園あやめ池スポーツセンター
（参加者が多い場合、第２会場として）
湯梨浜町立東郷小学校体育館を使用

[問合]生涯学習・人権推進課
（０８５８）３５－５３６７
湯・・・湯梨浜イベント
倉・・・倉吉市 北・・・北栄町

