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俺のいちご
Special!!

メロンシャーベット
クレオパトラ＆
低温でゆっくり
ロピア
と熟された甘い
苺を、アイスと
シャーベットで
マーブル仕上げ

まろやかな甘さの
「クレオパトラ」と
濃厚な甘さのマスク
メロン「ロピア」の
W シャーベット仕上げ
★6 月下旬予定

ギュッ!!とまと
酸味が弱く甘さの強い
フルーツトマトのシャ
ーベット＆アイス
マーブル仕上げで後
味も爽やか
★6 月下旬予定
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バジルソース＆
ミルク in チーズ

東郷産
梨のアイス

東郷産
キウイのアイス

フレッシュバジルソ
ースにミルクとチー
ズを加えた香り豊か
なアイス

二十世紀梨のアイス
爽やかな梨の果肉
入り
★6 月下旬予定

甘酸っぱいキウイ
のアイス表面に
トロ～リ
キウイソースが
のっています

大人の酒粕アイス
二十世紀シロップ Ver
濃厚な酒粕アイスに酸
味のある二十世紀梨シ
ロップのアクセントを
加えました

大人の酒粕
アイス
酒粕の味わい
がしっかり出
た濃厚な大人
味です

しじみみそ汁
アイス
味噌風味のバニラ
アイスにしじみを
トッピング
個性が際立ちます

地産地消の推進と町の魅力を発信するための事業
「ゆりはまを愛すプロジェクト」
平成 24 年 4 月から、町内の食材などを使った 7 種類のご当地ア
イスを販売し、今年で 3 年目を迎えました。このほど、町観光協
会や町内事業者などにより新たな食材の活用と改良を重ね、定番
アイスの味なども見直し、新商品を含めた 12 種類のあいすく
りーむが登場します。そして、なんと！！消費税が上がった
今・・・あいすのお値段を下げました。(*ﾟ▽ﾟ*)
ここでしか食べられない、愛がギュギュッとつまったバラエティ
豊かな「ゆりはまあいす」を皆さま是非ご賞味下さい。
※商品の中には、食材の収穫後から販売を開始するものや、期間
限定のものがございます。

[問合]
ゆりはまを愛すプロジェクト事務局
（湯梨浜町観光協会）
（０８５８）３５－４０５２

東郷産
梅のアイス
地元特産の大梅
「野花豊後」のアイス
表面にトロ～リ梅の
ソースがのっています
★6 月下旬予定

昆布出汁醤油

ザラメ入り生姜醤油

醤油に昆布の出汁
を加えた異色の和
風アイスです

醤油に生姜を加えまし
た 上にのったザラメ
の食感がたまらない

あいすくりーむ販売店
菓子工房シェル・ブール
（０８５８）３５－５３５５
プロバンス（ハワイ夢マート内）０８０－３０５２－２０１３
小林農園
（０８５８）３４－２０６４
山本みやげ店
（０８５８）３５－４１４１
ゆの宿 彩香
（０８５８）３５－３３１１
望湖楼（売店）
（０８５８）３５－４５０３
中国土産處 老龍頭
（０８５８）３２－２６７７
道の駅 お買物処 燕趙園
（０８５８）３２－２１８４
ゆアシス東郷龍鳳閣
（０８５８）３２－２６２２
養生館
（０８５８）３２－０１１１
河本魚店
（０８５８）３２－０２３６
高橋酒店
（０８５８）３２－０８２６
ゲストハウス たみ
（０８５８）４１－２０２６
福羅酒造
（０８５８）３２－２１２１
萬（よろず）醤油店
（０８５８）３２－０１２７

■地域活性化の一環事業として 3 月に結成された
「湯梨浜町観光ガイドの会」は、現在 14 名。とっとり
梨の花温泉郷の企画するバスツアー「漫遊紀」の倭文
神社ガイドも 4 回終了しました。緊張しながらも、お
もてなしの心を大切に、お客様に喜んでいただけるよ
う頑張っています。

５月２４日倭文神社で
ガイド中の青木さん
アンニョンハセヨ！
韓国語で自己紹介

■５月２５日（日）
「舞い上がれ

みどりの羽衣 郷土から」をテーマに
第５９回鳥取県植樹祭が東郷運動公園で開催されました。参加者によるソメイヨシノ
の植樹で開幕し、オープニングアトラクションには泊クラブの威勢の良い「海響太鼓」
が披露されました。式典では昨年行われた全国植樹祭で天皇陛下が栗の種をお手播き
された種子が芽吹き、その苗木を宮脇正道湯梨浜町長へ平井知事より贈呈されまし
た。会場では飲茶・牛骨ラーメン・ゆりはまあいす・特産加工品などの販売の他、フ
ラダンス・浪人踊りなど・・・イベントに華を添え、暑い中でも盛り上がりを見せて
いました。その後の羽衣石城森林散策では観光ガイドの会より２名同行し、新緑が心
地良いなか、参加者と一緒に羽衣石城の歴史をたどりました。

今年も湯梨浜町着地型観光商品 今滝「滝
床料理」が始まりました。この日の水量は
少なめでしたが、雰囲気は十分！！マイナ
スイオンたっぷりのパワースポット「今滝」
で季節のお料理を堪能♪１０名様よりご利
用いただけます。
（お一人様：2,100 円～）
【問合・申込】湯梨浜町観光協会
（０８５８）３５－４０５２

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
■6 月７日（土）鳥取市の団体様より受けた「松
崎駅～あやめ池公園お花見ウォーキング」では駅
周辺、東郷池のご案内をしながら公園を目指しま
した。あやめ池公園では、移り変わる四季の花々
を写真で紹介♪この日は花菖蒲とスイレンが素晴
らしい「花と緑のフェア」開催中ということもあ
り、多くのお客様で賑わいを見せていました。お
客様のお弁当は地元の特産品を使った「天女から
のおくりもの」(^^♪美味し～いと大好評！！

ほんに気持ち
がええわ～
最高！！

６月１１日（水）～７月５日（土）～ゆりはまが hawaii に染まる２５日間～
旧羽合町では、以前から交流のあったアメリカが州国ハワイ州郡と１９９６年１１月に姉妹都市
提携の調印を交わしてから正式に交流が始まり、その後旧羽合町・東郷町・泊村が町村合併して
「湯梨浜町」が誕生しました。湯梨浜町では合併１０周年を記念して「アロハカーニバル」が開
催されます。ゆりはま２５日間のアツイ夏は・・・カーニバル限定のすごい企画がいっぱい！！

６月１１日（水）オープニング
★★記念モニュメント除幕式★★

その１

７月５日（土）フィナーレ
★★生バンド演奏によるハワイアン
ミュージック・フラダンスショ―★★

日本のハワイにアロハ丼誕生
１３の提供店から最高のおもてなし丼がドーンと誕生
☆１０店舗以上のアロハ丼スタンプラリーでゆりはまアイス１２個セットプレゼント！！

その２

日本のハワイでコナコーヒー

２

提供店で、コナコーヒー１００％・バニラマカダミア・ヘーゼルナッツの
ＢＥＳＴ３をご用意

その３

記念ボトル

微発泡純米酒「アロ～ハ」

３

提供店で販売☆ハワイの海と空をイメージした爽やかで優しい口当たりの
お酒です。

その４

はわい温泉・東郷温泉に泊まってハワイ旅行・他をＧＥＴ！！

ハワイペア旅行券・はわい温泉/東郷温泉ペア宿泊券・ハワイアロハグッズ
★★★カップルでアロハモニュメントのアロハポーズに手を当てた写真を
アロハカーニバル facebook に投稿すると先着１００名様に素敵な景品がもらえます★★★

【問合】アロハカーニバル実行委員会（０８５８）３２－０８５４

ハワイ in ゆりはま
今年も湯梨浜にアツイ夏がやってきました。昼・夜ともイベントが盛り沢山！
アロハな二日間を皆さま是非お楽しみ下さい。
【開催】７月５日（土）
・７月６日（日）
【会場】ハワイアロハホール
【問合】ハワイアンフェスティバル ハワイ in ゆりはま実行委員会
（０８５８）３５－５３８３

ハワイアン教室（参加無料）
（AM１０：００～PM２：３０）
ハワイアンアーティストからハワイの独自文化
を直接指導してもらえる楽しいハワイアン教室
です。
●フラダンス教室（上級・中級）
AM１０：００～AM１１：３０
●フラダンス教室（初級・こども）
AM１０：００～AM１１：３０
●ウクレレ教室
AM１０：００～AM１１：３０
●ヘイ（hei）教室（ハワイの伝統的なあやとり）
PM１：００～PM２：３０

アロハステージ in ゆりはま
（AM１１：３０～PM５：００）
全国各地のフラダンスチームが参加する発表会。
フラダンスはもちろん、華麗な衣装も必見です。

※入場整理券が必要です。
（事前申込・定員に限りがあります）
※フラダンス発表会への参加は別途申込み（参加料含）が必要です。

※申込が必要です。 定員になり次第締切ります。

ウェルカムコンサート(入場無料)
（PM５：００～PM７：３０）

生バンドの演奏によるハワイアンミュージック
やフラダンスなど気軽にハワイアンを体験でき
ます。ハワイアンアーティストとの楽しいひと
ときを・・・。
メレフラ（MELE HULA）パーティ
（AM８：３０～PM１０：３０）
【会場】はわい温泉 【入場料】1,000 円
生の歌と演奏に合わせ会場の皆さんが自由に踊
るお楽しみの時間！ハワイ風オードブルやカク
テルもお召し上がりいただけます。

ハワイ in ゆりはまコンサート
（PM６：００～PM７：３０）

本場ハワイのアーティストによるハワイアンコンサ
ート。ハワイアンミュージックやフラダンスなど躍
動感あふれるステージをご鑑賞ください。
※入場整理券が必要です。
（事前申込・定員にかぎりがあります）

買って・遊んで・見て スタンプゲット

まわってめぐって

スタンプラリー

大好評につき今年で 3 回目！！ 加盟店を巡り、
「買う」
Ⅲ
「遊ぶ」「食べる」「見る」の 4 種類のスタンプを集める
と抽選で 2,500 名に牛骨ラーメンロゴ入り丼やレンゲな
どオリジナルグッズやラーメン半額券のいずれかが当た
ります。とっとり中部旅手帖マップを持って歴史と文化
をゆっくりたどってみませんか。
4 つのスタンプ取得は同一日ではなくても期間中なら
OK です。（同施設のスタンプは無効）
【キャンペーン期間】2014・５月１日～１２月３１日

【問合】とっとり梨の花温泉郷広域観光協議会（０８５８）２４－５０２４
湯梨浜町観光協会（０８５８）３５－４０５２
北栄町観光協会（０８５８）３７－５８７４

倉吉観光マイス協会（０８５８）２４－５３７１
三朝温泉観光協会（０８５８）４３－０４３１
琴浦町観光協会（０８５８）５５－７８１１

《６月１４日～７月６日》
■昭和５７年に泊で考案され、日本全国に
普及したグラウンド・ゴルフは、誕生から
今年で３２年目を迎えます。
「プレーして
みたらとても楽しかった」「始めたその日
から誰でもできる」「健康づくりや仲間作
りに最適」などなど、お子様からご年配の
方まで一緒になって楽しめる娯楽スポー
ツとして、年々愛好者は増え続けていま
す。誰が勝つかわからない・・明日は勝て
るかも(^O^)というチャレンジ精神を駆
り立てられます。道具を持っていなくても
レンタルがあるので大丈夫ですよ。遊びや
楽しみの要素を大切にしながら「グラウン
ド・ゴルフ」を始めてみませんか。

「とまり」を全国発信！！全国の愛好者代表選手を迎えてグラ
ウンド・ゴルフを通じて親睦の輪を広げます。
【開催日】６月１４日（土）雨天決行
開会式 AM８：５０～
交歓大会 AM９：３０～PM５：００
６月１５日（日）雨天決行
交歓大会 AM８：３０～AM１１：００
閉会式 PM１２：３０
【会場】グラウンドゴルフのふる里公園「潮風の丘とまり」
※専用コース３面（芝）特設コース１面（芝）
【問合】グラウンド・ゴルフ発祥地大会実行委員会事務局
（０８５８）５３－５３６８

アスリート達の熱い夏がやってきました。トライアスロン in 湯梨浜
大会も今年で 6 回目を迎えます。ハワイ夢広場を発着点に、東郷池
と池を周遊するコースです。競技は１８歳以上が出場する個人の部
のほか、中高生が出場するジュニアの部、スイム・バイク・ランを
３人で繋ぎます。
。

６月２２日（日）
8 時４０分
スタート！！

湯『燕趙園イベント』
中国ではこどもの日を「児童節」といい、毎年
６月１日に様々なイベントが行われます。燕趙園でも
子どもがいろいろと体験・学習できるイベント
「児童節」を行います。開催中は・・・な、なんと！！
(*ﾟ▽ﾟ*)小中学生は入園料無料ですよ～♪４日間の
イベント期間中は、中国コマ・羽根蹴り・座布団まわ
し・ヌンチャクなどの中国の遊びや、魚洗・ストラッ
クアウトに挑戦したり、楽しいこといっぱい☆

天天・飛飛と記念撮影
［開催］６月１４日（土）・6 月２１日（土）
［場所］燕趙園～道の駅
［時間］１０：００～１４：００～
※各回１５分～２０分度
環境紙芝居＆バルーンアート
［開催］６月１５日（日）・６月２２日（日）
［場所］燕趙園
［時間］開園～終日（開園９：００～１７：００）
●出前こどもの国・ワークショップ
●フリーマーケット（１０：００～１５：００）
※いずれも６月 22 日（日）
●期間中は各日先着３０名様にフライドポテト
プレゼント！！お買物処燕趙園にて

［問合］中国庭園燕趙園
（０８５８）３２－２１８０
倉『梨の大袋かけ作業体験」
人気の梨作り体験です。各回先着２０名

［開催］６月１４日（土）・６月１５日（日）
［場所］鳥取二十世紀記念館なしっこ館
［時間］１１：００～・１５：００
※雨天・荒天中止
倉『すいかの試食会』
海外でも評価の高い鳥取産スイカの試食会

［開催］６月１４日（土）～７月６日（日）
※6 月２９日以外の期間中の土、日
［場所］鳥取二十世紀記念館なしっこ館
［時間］１０：３０～・１４：３０
★６/21（土）・6/22（日）10:00～・14:00
大栄すいかのマスコット「夏味ちゃん」が遊びに来るよ。

［問合］鳥取二十世紀記念館なしっこ館
（０８５８）２３－１１７４
倉『第４回食のみやこフェスティバル』

【問合】
ハワイトライアスロン
ｉｎ湯梨浜大会事務局
（役場：産業振興課内）
（０８５８）
３５－５３８３

湯梨浜町観光協会では会員を募集しています。
協会に加入していただき町の観光事業に
ご協力をお願いします。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

食べて・感じて・自然の恵みをテーマに旬のフルーツ
鳥取和牛・牛骨ラーメン・などなど初出店も多数参加
湯梨浜町からはゆりはまアイス・旬のトマト・加工品
などを販売します。龍鳳閣・レストラン吉華・湖泉閣
養生館・橋本製菓が出店！！みんな来て見て食べて～
♪ゆりはまを応援してください♪

［開催]６月２８日（土）
・６月２９日（日）
［場所］倉吉市 大御堂廃寺跡（メイン会場）
［時間］２８日９：００～１６：００
※２９日は１５：００まで
［問合］中部発！食のみやこフェスティバル
実行委員会（０８５８）２３－３０１９
★★★★★★★★★★★★★★★★★★
湯梨浜町イベント・中部地区イベント他
身近な話題、まにあックな情報などなど、お気軽にご連絡下
さい。
ＴＥＬ（０８５８）３５－４０５２
ＦＡＸ（０８５８）３５－４７０１

