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．３６

ゆりはまにあ
バスで巡る!!
とっとり中部

○●○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

ホームページ
http://www.yurihama.jp/kankou/

４．５月合併号

応援ブログ

６

メール

http://blog.zige.jp/yurihamatownlove

yurihama-kankou@yurihama.jp

漫遊紀 はじまりました

とっとり梨の花温泉郷広域観光協議会の企画するバスツアー「バスで
巡る！とっとり中部漫遊記」平成２６年度上半期バージョンが始まり
ました。
「山並」
「海辺」の 2 種類のコースが選べ「海辺コース」には
安産の神として有名な伯耆国一ノ宮倭文神社が含まれており、今年結
成された「湯梨浜町観光ガイドの会」が初出動となりました。１２日
は、田渕会長のユーモアたっぷりのガイドで、参加された皆さんはい
にしえの歴史と文化に酔いしれていました。
◎このバスツアーは、９月まで毎週土曜日に運行されます。観光客は
勿論、地元の方も是非再発見の旅にお出掛けください。
【ツアー価格】

【問合・予約】

大人（中学生以上）３，０００円

（株）農協観光

子供（小学生以下）１，５００円

（０８５８）２６－０６０２

鳥取支店

ハワイ夢マート

倭文神社参拝のあとは、ハワイ夢マートでお買い物(*'▽')生産者が真心を込めて
育てた新鮮な野菜や果物に加工品がたくさん。この日は春のイベントをしており、
朝から多くの方で賑わっていました。あきひめ・とよのか・かおり野などハワイ
産の苺は大人気でお客様の列が絶えません。参加者はあま～い苺の試食に春の訪
れを感じていました。そんな夢マートから『いちご狩り』 のお知らせです。
【開催】5 月６日（火）
【収穫時間】４０分程度

【募集人員】５０名程度

【収穫場所】夢マートより現地まで各自移動（従業員がご案内）
【料金】大人（高校生以上）1,500 円

子供 700 円 【問合】

【支払い方法】出発前に夢マート店内レジにて支払

（0858）35－3535

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
【問合】はわいゆめ

こんなに大きくなりました
はわい温泉・東郷温泉旅館組合が２０１３年８月３０日にすっぽんの稚亀を
放流してから７カ月が経ちました。２回に分けて稚亀を放流していますが、
初回放流と見られるすっぽんを計測したところ、体長１８ｃｍ・体重６００
ｇにまで成長しました。温泉を活用しての養殖は１年半ほどで１．５㎏に成
長すると言われていますが、今のところ順調に育っているようです。水温は
２７度～２８度が適温ですが、これから暖かくなることを考慮して温度調節
や餌の量など試行錯誤しながら目標としている大きさに成長するまで見守
き

っていきたいと思います。
★★★今後のすっぽん情報をお楽しみに★★★
【

【問合】はわい温泉・東郷温泉旅館組合（０８５８）３５－４０５２

今滝
「滝床料理」
舎人川上流の標高１２４ｍの位置にあり、高さは
約４４ｍ、三方を絶壁に囲まれ豪快さと幽玄さを
漂わせております。豪快な滝壺を間近で見上げなが
ら地元の旬のお料理を堪能していただく「滝床料

九品山大伝寺は 1024 年に開創され大和の当麻寺から

理」渓流にせり出した

中将姫の遺跡を分移しています。その時、当麻寺の練供養

「床」でのお食事は格別

の儀式でお迎えし引き移したことから、この辺りを引地と
呼ぶように

です。5 月からの予約に

呼ぶようになりました。当麻寺の

向け、テーブル設置等の

「練供養会式」とは１０００年も

準備をしました。

の歴史を持ち、日本各国で行われ

【問合】

ている練供養の発祥となるものだ

湯梨浜町観光協会

そうです。今年は日曜日と重なっ

（０８５８）

て例年よりも賑やかでした。

３５－４０５２

～源泉かけ流しのレトロなお風呂～
江戸時代より湖底の温泉の存在が知られていた歴史ある東郷温泉。
明治５年にボーリングし松崎駅の開業と共に発展しました。
【泉質】ナトリウム・カルシウム
JR 松崎駅から徒歩１分

塩化物・硫酸塩泉

清水理容店のおばあちゃんが管理されてい

て８０年の歴史がある「通なお風呂」寿湯です。管理人の清水さんに
声を掛けると「私で 3 代目なんですよ。長年通って下さる方や、地元
の皆さんの声を聞くと・・やめようやめようと思いながらも何とか頑
張らなくちゃね。
」と笑顔で答えてくださいました。
細いアプローチを抜けるとご自宅

こちらが通路ですが、

の裏手に出ますが、右手にお風呂が

ええ～！？せまいっ(*ﾟ▽ﾟ*)

あります。番台は誰もおられなかっ

でもご安心ください。ちゃんと

たので、ピンポンを押して、料金を

通れました。少々幅広な方は

払います。常連さんのお風呂セット

カニ歩きでどうぞ～。

が置いてありました。

子どもの頃近所の狭い路地を通って遊んだことを思い出
し、懐かしい気持ちになりました。通ってから気がついた
のですが、通路の左側にもっと広い道がありました(ﾟ o ﾟ;;
でもこの通路を通らなければ来た甲斐がありませんね。皆
さまも機会がありましたらぜひ一度お越し下さい。
浴槽は３～４人入れる大きさ
で深さ約６５cm、座ると胸近
くまでお湯がきます。源泉かけ
流しで温度は 44 度とやや熱め
です。蛇口からお湯が出ている
ところがまた贅沢感満載です。

【営業時間】8 時～20 時
【定休日】第１・第３月曜日
【料金】大人２００円 子ども１００円（洗髪料別５０円）
※前払い制

※入浴セットは各自ご準備ください。

【問合】はわい温泉・東郷温泉旅館組合（0858）3５－4052

脱衣所です。昔ながらの温泉銭湯
の雰囲気十分。いつ頃書かれたの
でしょう・・・
「座布団の上にかご
をのせないでね。ざぶとんより」
何だか心が温かくなります。

4 月 26 日（土）～5 月 6 日（火）までの 11 日間、燕趙園では楽しいイベ
ントが盛りだくさん。GW 期間中の雑技ショーはなんと(*ﾟ▽ﾟ*)入園料の
みで「観覧料」は無料なんですよ!ショーの中でも中国四川省の伝統芸能を
代表する技「変面」は、中国でも国家機密とされ、ごく限られた人しか演
じることができないとされる「一子相伝の技」極めて薄い布でできた仮面
を何枚も重ねて被り、音楽に乗せて舞いながら、手を使わずに一瞬で次々
と変えていく技は一見の価値アリ！！

【問合】中国庭園燕趙園
（０８５８）３２－２１８０
【開園時間】AM９：００～PM６：００

ぼたん祭り
4/26（土）～29（火）
1200 株 5000 輪が

黄金節

咲き誇る

5/3（土）～6 日（火）

【問合】

（中国雑技・中国獅子舞・龍踊り・変面）
９：３０～

１３：３０～

東郷湖羽合臨海公園

１５：００～

（あやめ池スポーツセンター）

※各回とも約２５分

（０８５８）３２－２１８９

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

ホタルバス

きれいな水辺に生息するゲンジボタルの優

第１４回
SUN－IN
未来ウォーク
参加者募集中

しい光で、夏の夜の幻想的な世界にご案内

【問合】

します。

NPO 法人未来

【期間】２０１４年６月７日（土）

（０８５８）

今年もはわい温泉・東郷温泉にお泊りの客
様を対象に、ホタルバスが運行されます。

～２２日（日）

２７－０１０１

【時間】２０：００はわい温泉出発
⇒各旅館⇒現地

※はわい温泉・東郷温泉旅館
加盟旅館に宿泊のお客様に限ります。

【予約】当日１７：３０までに宿泊旅館に
て予約・受付

※期間中毎日運行（雨天中止）
当日の天候・気温などによりホタル

【問合】はわい温泉・東郷温泉旅館組合

が見られる量が変わることがあります。 （０８５８）３５－４０５２

【期間】平成 26 年４月１日～５月３１日
（かに・ふぐコース）
・飲み放題１２０分付
・千年亭入浴券プレゼント

【期間】５月３日（土）～６月３０日（月）

昼食始めました（日替わり御膳：1,0０0 円）
【問合】きょうど海洋亭

と庵（とあん）

（０８５８）３５－４５４５

【応募締切】 7 月４日（金）必着
【問合】とっとり梨の花温泉郷広域観光協議会
（0858）24－5024

●まにあクロスワード●

《2014 年 4 月 19 日～》

白妙（しろたえ）白雪（しらゆき）琴平（ことひら）太
白（たいはく）これ全て桜の名前なんです。300 種以上
あるというから驚きですよね。湯梨浜でもソメイヨシノ
の他にもまだまだだ楽しめそうです。

イベント情報
湯『倭文神社

例祭』

伯耆の国一ノ宮の例祭です。お神輿・稚児行列も出ます
[開催] ５月１日（木）

さて、私たちの町にちなんだ問題を解いて二重枠の文字をつないで下さい。

[時間] 13：００～浦安の舞神事 信仰式

正解者の中から抽選で５名の方に粗品を進呈します。

[会場] 倭文神社（お旅所広場）
※前夜祭 4 月３０日（水）１９：００～かがり火祭
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《よこのカギ》
①誕生日は 10 月 24 日や

４

んちゃで好奇心旺盛なハ
８

ワイアンな天女です

（０８５８）３５－４７０２
湯梨浜町観光協会まで
(´∀｀)
⑥「はわい温泉みすとで
９
10

６
11

５

12

➀町の特産品を使ったひんやりスイー
ツ〇〇〇〇〇〇す
②湯梨浜出身の観光ＰＲ大使「谷本耕
治」さんが 2 月にＣＤを出されました。
今後の活躍に期待(^^)/したいですね。
③鳥取の・・・・・ＣＭで大流行‼看板
はどこですか？とよく聞かれます
④ノルディックウォークのあとはしち
〇〇〇んの足湯めぐりでほっこりしま
せんか
⑤はわい夢ﾏｰﾄで販売している「父ちゃ
ん漬」6 月第 3 日曜日の贈り物にどうぞ
⑥海水浴客で賑わう夏、〇〇〇いえで食
べる焼きそばは最高だね～

民の生活を支える大切な機関です
湯梨浜町○く○
【応募方法】
湯梨浜町○く○
答え・住所・氏名・連絡先を記入の上 FAX か

湯梨浜町観光協会

ね。５月第２日曜日の

[問合] 青山剛昌ふるさと館

クロスワード係

（０８５８）３７－５３８９

➇第２、４日曜日に朝市

三『第 139 回

開催、干物体験もできる

[開催]

「サカナ〇〇〇ヤ」
➈連休はお出掛け♫パソ
コンで〇〇〇をカチカチ

花湯まつり』

５月３日（土）綱からみ、綱だし
５月４日（日）綱引き・花火

[時間]

８：００～２１：００

[会場]

三朝温泉本通り

[問合]

三朝温泉観光協会

湯

お掛けスポットを検索中

（０８５８）４３－０４３１

⑩ハワイアンカーニバル

湯『第 16 回中華コスプレ日本大会』

に向けて猛練習～ハイ、

絶好のロケーションの中、中華系ジャンルのキャ

もう少し○○を上げて～
⑪安産の神様として信仰
の深い倭文神社は伯耆の
国の・・
⑫〇〇〇と書いてノキョ

ラクターになりきります。
[開催]

５月１７日（土）5 月１８日（日）

[時間]

９：００～１７：００（17 日昼間撮影）

[会場]

中国庭園燕趙園

[問合] 中華コスプレプロジェクト日本大会事務局
（０５０）３３０６－７３６８

ウと読みます。梅渓は今
年も見事な開花を魅せて
くれました。

湯梨浜町観光協会
会員募集中

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

湯梨浜町はわい温泉５－２２

[時間] ９：30～17：30（入館は 17：００まで）
[料金] イベント料金無料（入館料要）

を募集しています。協会に加

〒６８２－０７１５

[開催] ４月 26 日（土）～5 月 6 日（水）

いつまでもキレイでいて

湯梨浜町観光協会では会員

ハガキでご応募下さい。

いなばスターショー・コナン町歩きラリー他

北『第２７回北栄町すいか・ながいも健康マラソン大会』
[開催] 7 月６日（日）
[申込期限]

住

GW イベント』

飲食物販テント、フリマ・おもしろ自転車・ゆるキャラ・

泊の新名所

《たてのカギ》

（０８５８）３２－１９８５

北『青山剛昌ふるさと館

贈り物に

７

⑦代表電話番号は３５－３１１１

[問合]

(０８５８)３５-４０５２
年会費：２,０００円

郵便振替 5 月 15 日（木）まで
事務局窓口 5 月 29 日（木）まで

倉『かぐや姫の里

たけのこ堀りデー』

初めての人もスタッフが掘り方を指導します。
[開催]

４月１９日～５月中旬

[時間]

９：００～１７：００

[会場]

やまもり温泉キャンプ場

[料金]

大人５００円

[問合]

（０８５８）４５－１１００

湯梨浜町イベント

かぐや姫の里

子ども３００円

中部地区イベント

