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湯梨浜町制施行１０周年特別企画

◆湯梨浜町合併１０周年を記念して６月１１日（水）～７月５
日（土）までの２５日間、姉妹提携しているアメリカ合衆国ハ
ワイ州ハワイ郡にちなんで、ハワイ色に染める「アロハカーニ
バル」が開催されました。記念モニュメント除幕式では、湯梨
浜町観光大使でハワイ出身のタレント ブラザートムさんも
来町。カラフルなアロハシャツに身を包んだ来場者やスタッフ
約２００名が出席し、ハワイアンなムードに包まれました。除
幕式を華やかにしてくれたのは、はわいこども園の園児の
皆さんによる「可愛いフラダンス」に、地元のフラ
観光大使
ダンスチームによる「マキ アイラナ」そしてトム
ブラザートムさん＆
さんのハワイの歌(*^^)v
宮脇町長★ゆりりん
まさに鳥取のはわいだでぇ～♪さらに来場者プレゼント
は果肉入りマンゴークリームがたっぷり入ったハワイ風お菓
◆アロハモニュメント
子「マラサダドーナツ」＆甘い香りのヘーゼルナッツアイスコ
「アロハ」にはいろいろな意味が込められています。こんにち
ーヒーが振る舞われました。カーニバル限定の企画 提供店か
は、さようなら、ありがとう、そしてＩ LOVE YOU など
らの「アロハ丼」
・「コナコーヒー」
・「微発泡純米酒アロ～ハ」
「アロハ」と声を掛けることはそれらの意味全てを抱合して自
ともに大盛況！！７月５日（土）フィナーレの「メレフラパー
分の気持ちを相手に伝えることです。モニュメントの「シャカ
ティ」では約１２０名の参加者がハワイ風オードブル、ドリン
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
クを楽しみながら、生バンドの演奏に酔いしれました。はわい
つくるハワイのピースサインのようなものです。カップル（恋
温泉・東郷温泉に泊まって当たるハワイ旅行などもあり、ゆり
人同士・ご夫婦・ご家族・友人同士）でいつまでも幸せであり
はまが hawaii に染まった２５日間でした。

ますように願いを込めて・・・笑顔と一緒にフィンガーポーズ
(*^^)アロハ～！！
モニュメントの前でアロハポーズで写真を撮り、カーニバル実
行委員会の facebook に投稿するとオリジナルﾍﾟｱモアイプレゼ
ント♪カップル、お友達同士、親子でも OK ですよ。
他では手に入らないレアなグッズを手に入れよう！！
※ﾍﾟｱモアイは限定のため数に限りがございます。
【詳細・問合】湯梨浜町観光協会（０８５８）３５－４０４２

松園

恐竜食堂

ミニレストキューピット 呑み食い処 風花 エリカ

河本魚店

地元ダイニングまっつぁき

フィナーレ「メレフラパーティ」

ｃafé 楽

キッチンカフェルアウ レストラン吉華

中華レストラン龍麟

コーヒーハウス葡留満

岡山ヒナファミリー（演奏）＆
タンガローさんチーム（ダンス）

はわい温泉望湖楼を会場に開催されたパーティは大盛
況！「岡山ヒナファミリー」の素敵な歌と演奏に合わ
せて会場のお客様も一緒にダンスを楽しみました。ア
メリカ合衆国ハワイ郡からの特別ゲスト「タウポーウ
リ・タンガローさんをはじめとするアーティストの皆
さんが駆けつけて下さると、会場の熱気はヒートアッ
プ♪カーニバルを締めくくる熱い夜を過ごしました。

Café ippo

飛び入りでダ
ンスを楽しむ
Ｗさん＆
Ｋさん

《アロハカーニバル期間内開催イベント》

《アロハカーニバル期間内開催イベント》

「選手の数だけドラマはある」様々な思いを込めてレースに挑戦する
姿、協力団体、町内外の６００人に及ぶボランティアの皆さま方に支
えられ、第６回ハワイトライアスロン in 湯梨浜大会が開催されまし
た。ハワイ夢広場を発着点に東郷湖をスイム 1.5 キロ、バイクを３周
（40 キロ）
・ランは一往復（10 キロ）するコースで、個人の部 332
名、リレーの部 24 チーム、ジュニアの部 22 名のアスリートが参加
しました。心配された天気も徐々に回復し、沿道からの温かい声援を
受け、選手たちは熱い戦いを

ファイトッ！！
水はここで～す！

6 月１４日(土)・１５日（日）の二日間、グラウンドゴ
ルフのふる里公園「潮風の丘とまり」にて、発祥地大
会が開催されました。今や愛好者は１５０万人を超え
ると言われているグラウンドゴルフですが、今大会も
２６回目を迎え、全国各地から７６０名のプレイヤー
が熱戦を繰り広げました(^^)このうち、約半数の３８
０名は、はわい温泉・東郷温泉に宿泊され、発祥地で
ある泊、湯梨浜を満喫されたようです。８月２日（土）
にはジュニア・グラウンドゴルフ発祥地大会も開催予
定で、プレーを通じて、年齢や性別に関係なくコミュ
ニケーションがとれるスポーツとして人気が高まって
います。
《アロハカーニバル期間内開催イベント》

ロビーには本場ハワイの色とり ハワイ in ゆりはまコンサートでは
どりのドレスや小物がズラリ
約６００名のお客様を魅了

7 月５日（土）
・６日（日）の２日間、ハワイアロハ
ホールを会場に
「第 15 回ハワイアンフェスティバル
ハワイ in ゆりはま」が開催されました。ハワイアン
バンドの「岡山ヒナファミリー」、アメリカ合衆国か
らのアーティストをゲストに迎え、様々なイベント
が開催されました。５日のハワイアン教室は直接指
導で本場 hawaii を身近に感じることができ、参加者
は貴重な経験に大満足の様子。６日のアロハステー
ジは、全国のフラチームによるフラダンス発表会。
艶やかな衣装に身を包んだ４３チーム（約７６０名
８６曲）の参加者たちは、日頃の成果を日本のハワ
イ、ゆりはまで発揮され、発表曲が終わると、会場
からは大きな拍手が沸き起こっていました。参加者
同士の交流や、全国に湯梨浜の魅力発信ができた２
日間でした。

★食べて・感じて・自然の恵み★鳥取県中部の食が集う「第４回中部発！食
のみやこフェスティバル」が 6 月２８日(土)・２９日（日）の２日間、倉吉
《アロハカーニバル期間内開催イベント》
市の大御堂廃寺跡をメイン会場に開催されました。土曜日は午後から雨に見
舞われましたが、７０店の出店団体が集まり、来場者の皆さんは各ブースを
巡って、お目当てのものを買い求め、中部の味を楽しみました。2 日間の人
出は 22,000 人！！湯梨浜ブースでは、
（ゆりはまアイス、メロン、加工品）
養生館（鯉めし）龍鳳閣（マンゴーピン・W ベリー、水餃子、飲茶）レス
トラン吉華（牛骨ラーメン）橋本製菓（せんべい）が出店しました。

未来中心
アトリウム
では
「牛の乳搾
り体験」

◆◆◆◆◆

◆◆◆◆◆

地元のフラダンスチームが踊る

ハワイアンな夏！！ゆりはまの夜長を楽しみ
ませんか。お子様に花火プレゼント(^^)
★皆さまぜひお出掛け下さい。
[開催]７月１９日（土）
・７月２１日（月・祝）
７月２６日（土）
・８月 ２日（土）
８月 ３日（日）
・８月１０日（日）
８月１７日（日）の７日間
[時間]２０：１５～２０：３０
[場所] はわい温泉広場 ※観覧無料・雨天中止
[問合]はわい温泉・東郷温泉旅館組合
（０８５８）３５－４０５２
かき氷 100 円で
販売しま～す
★来てねッ★

朝が一番美しい
蓮の花を観賞

湖上花火が見事な
山陰を代表する夏祭り

泊の夏の風物詩

浪人踊りや灯ろう流しなど 波止から打ち上げられる花火は音と
地域の伝統行事が特徴です。演出で大勢の来場者を魅了します。
[開催]７月２６日（土）
[開催]７月２０日（日）
[時間]８：４５～
[時間]１７：３０～
※花火２０：３０～
※花火２０：４０～
[場所]東郷湖畔公園
[場所]泊区・泊新港付近
[問合]湯梨浜夏祭り実行委員会（０８５８）３５－５３１３

４回シリーズ
（7.8．9.10 月の各月１回）

★ウクレレはご持参下さい。
[開催]初回７月２３日(水)
[時間]１９：３０～※２回目以降は後日連絡［会場］羽合分館 多目的室
[内容]基礎～ハワイアン等※月額 500 円（協会員）
・会員以外は 1,000 円
[申込・問合]湯梨浜町国際交流協会（0858）35-3828 申込期限 7/15 まで

親子で楽しめる参加型ミュージアム

早朝開園で、普段観ることのできない庭園を
ご覧いただけます。
［開催］７月２０日（日）・７月２１日（日）
［時間］６：３０～１７：００
［料金］大人５００円・小人２００円（入園料）
★幻想の夕べ：８月１６日（土）２１：００まで開園

［場所］中国庭園燕趙園
［問合］中国庭園燕趙園管理事務所
（０８５８）３２－２１８０

［開催］７月２５日（金）～８月２４日（日）
入園料を
［時間］９：００～１７：００
含みます
［料金］一般９００円（前売：７００円）
小、中学生５００円（前売：４００円）
幼児（３歳～小学生未満）３００円（前売：２００円）
［場所］中国庭園燕趙園
［問合］中国庭園燕趙園管理事務所（０８５８）３２－２１８０

今年の夏も
東郷池に龍が舞う
［開催］８月２日（土）１２：４０～★雨天決行
［場所］グラウンドゴルフのふる里公園
潮風の丘とまり
［問合］湯梨浜町役場企画課内 ジュニアグラ
ウンドゴルフ発祥地大会事務局
(０８５８)３５－５３１１

東郷湖を舞台に仲間たちが力を合わせて
漕ぐドラゴンカヌーレース
［開催］８月１０日（日）★８月９日（土）前夜祭（ナイトレース）
［場所］東郷湖羽合臨海公園 ハワイ夢広場
［問合］東郷湖ドラゴンカヌー大会実行委員会事務局
０９０－７８９７－１０５０
今が旬の牡蠣
「夏輝」

休憩所と地域振興施設を兼ね備えた道の駅。平成２６年 4 月４日現在の
登録は・・なんと 1,030 駅！！なかでも「道の駅はわい」は平成１５年
８月にオープンし、間もなく 11 年を迎えます。農産物売店（丸勝青果・
アロハ大市場）水産物売店（かねまさ浜下商店）民芸品売店（わかば）
お食事処 WAKABA は旬の「おいしい」がいっぱいで、いつもたくさんの
お客様で賑わっています。広い休憩スペースに眺めの良い展望台、便利
なコンビニエンスストアもあり皆さまのお越しをお待ちしておりま~す。
［問合］道の駅 はわい （０８５８）３５－３９３３

WAKABA の看板娘
Y ちゃんと M ちゃん
★

7 月１９日～８月１０日

ハワイ海水浴場

石脇海水浴場
「快水浴場百選」や
「日本の水浴場８８
選」にも選ばれた弓
型の海岸線が美しい
「鳴り砂」のビーチ

７月１７日（木）
～
８月１８日（月）
８：３０～
１６：３０

海岸沿いには日本
海の景観を楽しむ
ことができる宇野
島の遊歩道。真夏
の水平線には幻想
的な「漁火」
７月１２日（土）
～
８月１７日（日）
８：３０～
１６：３０

駐車料金

1,000 円/日

1,000 円/日

1,000 円/日

駐車台数

５０台

５０台

300 台

休 憩 所

２棟

１棟

１棟

休 憩 料

６００円（大人）
３００円（小人）

なし

500 円
（小学生以上）

特

徴

開設期間
監視時間

はわい温泉から車で
１０分。遠浅で白い
砂浜青い海が自慢の
ハワイビーチ

宇野海水浴場

はわい温泉・東郷温泉旅館組合

宿泊関係

（０８５８）
３５－４０５２
無料

キャンプ場

１泊 1,800 円
（駐車料金別）
臨海公園（０８５８）
宇野観光協会
３２－２１８９
090‐2110‐6266

７月４日（金）
～
８月３１日（日）
８：３０～
１６：３０

≪民宿 海晴館≫
全４室 ２０名まで
一泊二食 7,500 円～
湯梨浜町石脇
℡（０８５８）
３４－２６３２

1,000 円/張・日
（０８５８）
３４－３３００

琴『波止のまつり』

≪中部イベント情報≫

神崎神社の例大祭の前夜祭

[開催]７月２７日（日）
北『第７回名探偵コナンと巡る由 [時間]１８：００～２０：３０
[会場]菊港
良宿まち歩きラリー』
由良宿を歩きながら謎を解き明かす。参加 ★花火２０：００～２０：３０
琴『船御幸・みこし練り歩き
者にはオリジナルシールプレゼト！！
豊漁と安全を祈り、漁船が大漁旗
[開催]７月１９日（土）
～８月２４日（日） をなびかせ、隊列に加わる

[時間]９：３０～１７：１５
※最終受付１６：００
[料金]100 円※ふるさと館入館者は無料
[会場]北栄町由良宿内
（コナン通り周辺）

[開催]７月２８日（月）
[時間]１３：００～１８：００
[会場]本港・赤碕地区
[問合]上記２件 琴浦町観光協会
（０８５８）５５－７８１１

琴『第２４回白鳳祭』
[問合]青山剛昌ふるさと館
（０８５８）３７－５３８９ 白鳳時代に建立された国の特別史
北『北栄ゆら由良川くだり 2014』 跡「斎尾廃寺」にちなんだお祭り
[開催]８月３日（日）
由良川を舞台にイカダレース開催
[時間]１６：００～２１：００
[開催]８月３日（日）
★花火２０：３０～２１：００
[時間]９：３０～１２：３０
[会場]東伯総合運動公園
[会場]北栄町瀬戸～北栄町由良宿
[問合]白鳳祭実行委員会事務局
[問合]北栄町中央公民館
（０８５８）５５－７８０１
（０８５８）３６－２０６２

湯『サマーわくわくフラダンスショー』
湯『第９回ジュニアグラウンドゴルフ発祥地大会』
湯『第１４回ドラゴンカヌー大会』
湯『トミカプラレール展』
湯『とまり夏祭り』
詳細は内紙
湯『水郷祭』
面に記載
湯『観蓮会』
倉『倉吉絣でまち歩き/夏祭りプラン』
倉吉絣を着て夏祭りを楽しむプラン。参加者に
はプレゼント付！！

[開催]７月２６日（土）
[時間]１５：００～２１：００
[料金]3,500 円
[会場]倉吉白壁土蔵群・赤瓦周辺
倉『白壁土蔵・光の回廊』
白壁土蔵の町並みにかがり火瓶灯籠が並ぶ屋台
の出店、地元ミュージシャンのライブも！！

[開催]７月２６日（土）
[時間]１７：００～２１：００
[会場] 倉吉白壁土蔵群・赤瓦周辺
[問合]上記２件とも赤瓦１号館
（０８５８）２３－６６６６
倉『ざんぶらこっこオープンデー』
用水路をゴムボートで下る自然体験

[開催]７月２６日（土）
・２７日（日）
８月 ９日（土）
・１０日（日）
[時間]９：００～１２：００
１３：００～１６：００
[料金]一人 1,000 円※小学生未満５００円
[会場]やまもり温泉キャンプ場
[問合]NPO 法人養生の里
（０８５８）４５－３９８８
倉『第３８回倉吉打吹まつり』
[開催]８月２日（土）
・３日（日）
２日：パレードや伝統のみつぼし踊りなど。

[会場]倉吉銀座通り・打吹公園通り
３日：打吹天女コンテスト・音楽イベント
フィナーレの飛天花火は 5,000 発！！

[会場]倉吉大橋下河川敷飛天夢広場
★飛天花火２０：３０～
[問合]倉吉打吹まつり実行委員会（倉吉市地域
づくり支援課内）
（０８５８）２２－８１５９

三『無声映画「三朝小唄」上映会』
８５年前に制作された無声映画を地元の活弁士
と共に上映
[開催]７月５日（土）
・１２日（土）
・１９日（土）
8 月２日（土）
・２３日（土）３０日（土）
[料金]３００円[会場]芝居小屋ﾆｭｰラッキー

三『三朝温泉開湯８５０年夏まつり』
期間中は毎日花火が上がります。金・土は温泉
本通りが歩行者天国に♪

[開催]７月１９日（土）～８月２４日（日）
[会場]三朝温泉街★毎日花火２０：３０～
三『第５８回キュリー祭』
（キュリーウィーク）
お湯に感謝するお祭りで、開湯８５０年を記念
し、期間中盛りだくさんのイベントあり！！

[開催]８月４日（月）～８月１０日（日）
[場所]三朝温泉街★花火：１０日２１：００～
[問合]上記３件 三朝温泉観光協会
（０８５８）４３－０４３１

