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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
ホームページ http://www.yurihama.jp/kankou/
応援ブログ http://blog.zige.jp/yurihamatownlove
メール
yurihama-kankou@yurihama.jp

のきょうぶんご

野花豊後の花を楽しみながら散策をしませんか？
『野花梅渓散策ツアー』が３月上旬から始まります!!今回、燕趙園の入園とセットのプランをご紹介いたします♪

■湯梨浜町野花(のきょう)では『野花豊後(のきょうぶんご)』という品種の梅が栽培されています。
現在では約 2,000 本の梅の木があり、3 月上旬～3 月下旬頃には、東郷湖と日本海を望みながら、特徴ある
ピンク色の美しいが楽しめます。

★野花散策＋燕趙園入園セットプラン★
【期間】2014 年３月上旬～３月下旬(予定)
※開花時期は年によって異なり、開花時期はあくまで目安です。
【場所】湯梨浜町野花
【料金】団体…330 円／人（野花豊後の加工品付き）
※事前予約、実施７日前。下記、問い合わせ先へご連絡下さい。
個人…700 円(燕趙園入園料、梅の加工品込)
※燕趙園へご入場いただく際に、お申し付け下さい。
※燕趙園の定休日・営業時間にご注意下さい。
【販売】中国庭園 燕趙園 (0858)32-2180
【注意事項】中国庭園 燕趙園の駐車場をご利用下さい。
※梅林への自家用車の乗り入れはご遠慮下さい。
申し込み時に地図をお渡しします。地図をもとに野花梅渓散策をお楽
しみ下さい。生産者が大切に育てている梅です。枝を折るなどの行為
は慎んでいただきますようお願い致します。
【問合】湯梨浜町観光協会 (0858)35-4052
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【講演＆講師】
「温暖化と私たちの暮らしのかかわり」
温暖化はよくわからない。でも最近の気象は何か変。 上園 由起氏 (鳥取県地球温暖化防止活動推進センター･コーディネーター) 松江市在住
大雪が降るかと思うと、真冬に雨。野菜やお米も昔と 1998 年 NPO 法人地球環境と大気汚染を考える全国市民会議(CASA)にてボランティア
参加。翌年より同団体職員として勤務を開始し環境家計簿や環境教育事業などに 10 年携
違うような…。と感じる方必見！
わる。同団体を退職後、兵庫県での「うちエコ診断」モデル事業に関わり、2010 年には
鳥取の気候は？日本は？世界はどうなっているの？
京都府地球温暖化推進センターにおいて、うちエコ診断事業担当スタッフとして勤務。
災害にもかかわる気象のことがわかります。
2011 年からは鳥取県地球温暖化防止活動推進センター･コーディネーターとして活動。
[日時] 2014 年 2 月 23 日(日)
開場 13:00～ 開演 13:30～16:30
参加無料！ティータイムがあります♪
講師、参加者のみなさんと楽しくお話ししましょう。
[会場] 湯梨浜町中央公民館 2F
湯梨浜町龍島 505 TEL(0858)32-1116
[問合] 湯梨浜町国際交流協会 (0858)35-3828

「地球環境と南極」
成瀬 廉二氏 (NPO 法人氷河･雪氷圏環境研究舎代表) 鳥取市在住
北海道大学理学部地球物理学科卒、理学博士。
1972～1974 年第 14 次南極観測越冬隊内陸調査隊長
1992～1993 年第 34 次南極観測隊夏隊長として南極へ。
その他世界各地の氷河研究などに携わる。
1987～2006 年北海道大学低温価格研究所助教授。
「所属学会」国際雪氷学会、日本雪氷学会、日本気象協会、日本自然災害学会

■鳥取県生活環境部から、県内 28 ヵ所の湧水、
湖沼、河川を紹介している「とっとり因伯の名
水」のガイドブックが発行しています。
湯梨浜町にあります「宇野地蔵ダキ」も、平成
20 年に環境省「平成の名水百選」に選定され、
今回発行した平成 25 年版のガイドブックに掲
載しています。
このガイドブックを持って、
「名水巡り!!」とい
うのは、いかがでしょうか(´∀｀)
ガイドブックは観光案内所にございますのでぜ
ひ、ご覧ください!!

※写真はイメージです。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
【募集期間】３月１日（土）～５月１６日（金）

【申込方法】役場および各支所窓口または町社会
福祉協議会に備え付けの応募用紙に必要事項を
記入し、お申し込みください（ファックス可）。
※次のアドレスからも応募票が入手できます。
http://www.yurihama.jp/triathlon/
【詳細・申込先】湯梨浜町社会福祉協議会
〒689-0601 鳥取県東伯郡湯梨浜町泊 1085 番地
TEL0858-34-6002 FAX0858-34-6013
《大会ホームページ》
http://www.yurihama.jp/triathlon

■6 月２２日(日)に東郷池周辺で日本選手権中国ブロッ
ク予選会、国体各県代表選考会などを兼ねた「第６回ハ
ワイトライアスロン in 湯梨浜」大会を開催します。
この大会の準備や開・閉会式、選手の監視・誘導、給
水などをお手伝いしてくださるボランティアを募集し
ます。
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■「ゆりはまを愛すプロジェクト」で新作アイスの試食
会議を行いました。
プロジェクトに新たなメンバーも加わり、新商品を開発
中!! 果たしてその食材は…?？
ヒントは健康成分「リコピン」が含まれる女性に人気の
食材！アイスになってもそりゃ美味しい( ´艸｀)
ほかにも斬新なアイディア作品からオーソドックスなも
のまで試行中です…(；´∀｀)
3 月には発表予定ですので皆様、
楽しみにしてください!!
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■サカナクワイ屋では朝市の日に限らず、事務所にスタッフがいる
＊＊
時には、干物の販売をすることになりました。
スタッフがいる時には入口付近にのぼりが立ちます！
お近くにお寄りの際には、ぜひお立ち寄りください!!
また、とまり朝市では鮮魚、干物のほかにも野菜や特産品なども販
売しております。ぜひ、出店してみたいという方！スタッフにお気
軽に声をかけてください。
[問合] とまり朝市 サカナクワイ屋
湯梨浜町泊字堅岩 1591-2 (0858)34-6055
★次回の朝市は２月 23 日、3 月は９日、２３日です★

■湯梨浜町商工会が、町特産品の大梅「野花豊後」を使用し
た「げんき梅 梅酢」を発売しました。
野花豊後は実が大きく、果肉が厚い、安定した実りが特徴の
ある品種。梅も酢も、疲労回復などに役立ち、人々に元気や
活力を与えてくれることから、「人のげんきは町のげんき」
をコンセプトに新たな地域のげんきを作り出した商品です。
完熟した実を、穀物酢に漬け込んでエキスを抽出し、カルシ
ウムの吸収率を高めるとされるクエン酸や脂肪を燃やすポ
リフェノールが多く含まれています。完成させた梅酢はお好
みにより様々な料理やデザートに手軽に使えます。
商品には梅酢を使った簡単レシピも付いています。
[販売店] 道の駅 えんちょうえん (0858)32-2184
[問合] 湯梨浜町商工会 (0858)32-0854
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■昨年 11 月に関西圏のお客様をお迎えして、ウォーキ
ングのモニターツアー(1 泊 2 日)を行いました。
泊コースと東郷湖周辺を 2 日間ウォーキングし、1 日
目の昼食には４月から新しく始めた観光商品「豪快磯
焼き!!」 泊漁港で水揚げされた魚介類を漁港でバーベ
キュースタイルで豪快にお食事できるプランを体験し
ていただきました。
ウォーキングでは、出発前に倭文神社でご祈祷、福羅
酒造で甘酒の振る舞い、ハワイゆ～たうんで入浴など
楽しまれました。
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《番組内容》とんねるずとさまぁ～ずの 4 人が、石橋貴明さんと
三村マサカズさん、木梨憲武さんと大竹一樹さんの 2 組に分かれ、
出雲大社を目指して、移動手段もお金も一切持たずに東京を出発。
「お世話になった方には必ず恩返しをすること」を唯一のルール
として、 ヒッチハイクや一般の人へのアポなしでの宿泊交渉な
ど、行く先々で出会う人の手助けだけを頼りに珍道中を繰り広げ
ます。

《番組》 カスペ！(フジテレビ系)
《放送》 2 月 25 日(火)
《時間》19:00～20:54
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＊＊■滞在複合スペース「たみ」の Café lounge で
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■お笑いコンビのとんねるず＆さまぁ～ずが出演します、
特別番組「カスペ！」の収録で石橋さんと三村さんが、
はわい温泉に立寄られ、その内容が放送されます。
皆様ぜひ、ご覧ください!
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■2 月 1、2 日に中国庭園燕趙園で
「春節祭」がありました。2 日に公
演した鳥取醒龍団は、なんとっ!今回
がファイナル公演!!
最後もカッコよく素晴らしい演技
で観客を魅了しました。

は「一日店長カフェリレー」をしています。
毎回違う、Café をお楽しみください。
《２月の内容》
・2 月 15 日(土) 17:00～22:00 店長:新妻たち
ふぐ祭り おいしくて安全なふぐ定食を提供
・2 月 16 日(日) 12:00～19:00 店長:ジネンアン
山の暮らしでつながること 鹿肉や猪肉をスパイ
スや田舎の食材をつかって Café のごはんを提供
・2 月 22 日(土) 10:00～22:00 店長:みんなホセが好き
出張研究室＠たみ 展示や発表や販売フードも販売
・2 月 23 日(日) 11:00～16:00 店長:森脇愛,安藤明日生
Prandium 鳥大の学生 2 人がランチとデザートを提供
・2 月 23 日(日) 17:00～22:00 店長:旅人の宿 NOTE
スペインバル パラダイスロスト
スペイン料理のおつまみや小皿料理を
中心にした料理を提供
[問合] 湯梨浜町中興寺 340-1
TEL (0858)41-2026

《2014 年２月～3 月 25 日》

写真コンテスト
『とっておきの湯梨浜 2013』入賞作品展示会
■ローソン店内「Loppi」
で前売券を購入できます！
前売券:L ｺｰﾄﾞ「69198」
■4 月 19 日に展示内容を一新してオープンする、砂の美術
館第 7 期展示「砂で世界旅行･ロシア編」のお得な前売割引
チケットと年間パスポートが販売中です！
☆前売割引チケット
[販売期間] 1 月 20 日(月)～4 月 18 日(金)
[販売価格] 一般 500 円、小中高生 200 円
当日料金より 100 円お得です。
☆年間パスポート (第 7 期展示期間中、何度でも入場可能)
[販売期間] 1 月 20 日(月)～2015 年 1 月 4 日(日)
[販売場所] 鳥取砂丘砂の美術館 (0857)20-2231
まちパル鳥取 1F 鳥取市ふるさと物産館本店 (0857)36-3767
[販売価格] 一般 1,000 円、小中高生 500 円
[問合] 砂の美術館 (0857)20-2231

■二十世紀梨の枝を利用して、ストールを染めてみません
か？自分だけのオリジナルストールができますよ！
シルク･ウール混合の変化織のロングストールを染めていた
だきます。(シルク 65%･ウール 30%･サイズ 25cm×150cm)
[日時] 2 月 22 日(土) 13:30～15:30
[場所] 鳥取二十世紀梨記念館
[講師] 山口 敬子さん(さくら工芸品工房 茜工房)
[参加料] 1,500 円(材料費込、別途入館料が必要です)
[持参] エプロン、ゴム手袋(中厚)
[申込･問合] (0858)23-1174

■鳥取県積雪情報観測システム■

鳥取県の主要な峠部の道路状況を Web
カメラ画像等で情報提供しています。
http://yukinavi.net/

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

「とっておきの湯梨浜」をテーマに、町の元気を伝える写真を募集
し、入賞作品が決定しました。

[町立図書館 展示期間] 湯梨浜町龍島 505
2 月 1 日(土)～2 月 28 日(金)
[問合]湯梨浜町役場産業振興課 0858-35-5383
北栄『まちがいさがしゲーム』
7 個の間違えを見つけて、正解したらオリジナル缶バッジをプレゼント!!

[期間] 2 月 8 日(土)～14 日(金)
3 月８日(土)～14 日(金)
[時間] 9:00～17:00
[入館料] 大人 700 円,中･高校生 500 円
小学生 300 円,小学生未満 無料
[場所･問合] 青山剛昌ふるさと館 0858-37-5389
北栄町由良宿 1414 http://www.gamf.jp/
倉吉『長谷の観音市』
牛玉授けの夜が明けると、この地方で「観音市」として親しまれる、春を知
らせる市がたちます。赤瓦・白壁土蔵群周辺に、地元を初めさまざまなお店
が並び、大いに賑わいます。

[期間] 2 月 16 日(日)
[時間] 8:00～13:00
[場所]倉吉白壁土蔵群一帯(本町通り)
[問合]長谷の観音市実行委員会 0858-22-2391
すばらしい湯梨浜町の自然の中、仲
間と一緒に歩きませんか!?ノルデ
ィックウォーキングとは…=２本
のポールを使って歩くウォーキン
グです。2 本のポールを持つことで
転倒を予防し、安全性が高まり、左
右のバランスが取れ、大股で姿勢よ
く歩けます。ウォーキングすると、
通常ウォークの 1.5 倍!!「しっかり
運動」効果が期待できます。

『ノルディックウォーキング教室 しじみウオーク』
天女のふる里コースを一部使用、中央公民館～はわい温泉を往復約 8 ㌔

[開催] 2 月 23 日(日)
[時間] 9:00～11:00
[集合場所] 中央公民館
[問合] 湯梨浜町役場健康推進課 0858-35-5375
http://www.yurihama.jp/
湯梨浜町イベント 中部地区イベント

身近な話題、イベント情報、告知が
ございましたらお気軽にお知らせください!!
『ゆりはまあにあ』
『ブログ』
『facebook』で情報をアップします。
TEL(0858)35-4052
FAX(0858)35-4701

