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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

干支スポット★

湯梨浜町の”馬”といえば!!
『馬ノ山』
かつてこの地で馬の放牧が行わ
れていたようで、この名がつい
たと言われています。

■馬ノ山は羽合平野の北端に位置す
る標高 107m の山で、展望台からの
景観は格別です。古墳群がありハワ
イ風土記館馬ノ山公園などが整備さ
れています。1581(天正 9)年、羽柴
秀吉の中国攻めの際、羽柴勢が御冠
山に陣を構えたのに対し、吉川元春
が、この馬ノ山に陣を構えた戦の舞
台としても有名です。
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■金持神社、福榮神社など(八社)の縁起の良い名前の神社と、その年の
干支にちなんだ神社を巡る『因幡伯耆國 開運八社巡り』の今年の干支”
午バージョン”の手ぬぐいが入荷しました!!これから、八社巡りを計画さ
れている皆様どうぞ宜しくお願いしますヽ(・∀・)ノ

【開運手ぬぐい招運福紗販売箇所】
●東部●
鳥取県観光連盟 0857-39-2111
鳥取空港 0857-28-1402
ホテルニューオータニ鳥取 0857-23-1111
若桜町観光協会 0857-82-2237
●中部●
JR 倉吉駅内観光案内所 0858-24-5370
倉吉白壁土蔵群･赤瓦観光案内所 0858-22-1200
三朝温泉観光協会 0858-43-0431
はわい温泉・東郷温泉観光案内所 0858-35-4052
琴浦町観光協会 0858-55-7811
●西部●
米子市観光協会 0859-37-2311
米子市観光案内所 0859-22-6317
皆生温泉旅館組合 0859-34-2888
日南町観光協会 0859-82-1115
日野町観光協会金持神社札所 0859-72-0481
白鳳の里どんぐり館 0859-56-6798
米子鬼太郎空港 0859-45-6123
【問合】(社)鳥取県観光連盟 0857-39-2111

【因幡伯耆國 開運八社巡り方法】
①手ぬぐい(1 枚 390 円)を持ち各神社へ開運祈願の参
拝をしましょう。
②各神社にある朱印を手ぬぐいに押しましょう。
③印をすべて集めて手ぬぐいはお守りに、福紗は大切な
ものを包みましょう。

■泊漁港近くに「とまり朝市 サカナクワイ屋」が 12
月 23 日に開店し、開店祭を行いました。
地元の魚を地元の人が買って食べれるように！とい
うことで、地元の方には待ちに待った開店!! 扉が開
くと、来場者が店舗に押し寄せました（;ﾟДﾟ)!
開店祭では、ガラポン抽選会、つきたてお餅のプレゼ
ントやカニ汁の振舞いなどありました。
次回の開店日は 1 月 12 日、26 日☆
[営業日] 毎月第 2・第 4 日曜日
[営業時間] AM9:00～12:00 頃まで
[場所] 湯梨浜町泊字堅岩 1591-2
[問合] 0858-34-6055
http://npo-mirai.net/public/
■12 月 14 日から、大阪ー鳥取間を毎
日往復するお得な冬の風物詩『カニバ
ス直行便』が始まりました!!

※写真はイメージです。

■松崎に呑み喰い処『風花(ふうか)』が OPEN
しました。宴会コースなら料理が 2500 円～飲
み放題 100 分 1500 円！
日替わり夜食定食などもあります。
[定休日] 月曜日
[営業時間] 17:30～23:00
(ｵｰﾀﾞｰｽﾄｯﾌﾟ 22:30)
[場所] 湯梨浜町松崎 555-3
[予約･問合] 0858-32-2234

■12 月 19 日、
「湯梨浜町観光ガイド
養成講座」第 6 回目（最終回）が行
われました。始めに湯梨浜町全体の
活動や観光紹介、特産物(梨、加工品、
ゆりはまアイス)についての説明があ
り、その後実際に試食をしました。
最後は修了書の交付、今回のメンバ
ーを中心に観光協会ではガイド組織
を立ち上げる予定です。次年度もガ
イド養成講座は開かれると思います
ので、興味のある方は是非ご参加く
ださい。

■今回用意した特産物は、あたご
梨･桜茶･つわぶきの佃煮･梨チッ
プス･梨シロップ･木苺ジャム･ゆ
りはまアイス 8 種

■岡山県、香川県方面で放送
されます、RNC 西日本放送
『シアワセ気分！』の取材が
ありました。
「温泉が湧き出る湖で女子に
嬉しいグルメ旅」をテーマに、
今が旬のカニをはじめ、女子
が大好きなスイーツやフラダ
ンスの体験などを撮影しまし
た。この番組をきっかけに、
たくさんの方に湯梨浜町を知
っていただきたいです。

■第 3 回目の養成講座は「羽衣石城」、
第 5 回目は「橋津藩倉」の勉強会、第
4 回目では、観光ガイドの活動を行っ
ている先進地の視察研修をしました。

■クリスマスシーズンには湯梨浜町にある各施設がイ
ルミネーションでライトアップされていました。
12 月 21、22 日には第 3 回目となります「クリスマス
花火」が打ち上りました！「花火見れなかったぁ…」と
いう方は湯梨浜町観光協会の facebook に動画をアッ
プしていますのでぜひご覧くだい！いいね(・∀・)のクリ
ックお忘れなく！
ttps://www.facebook.com/yurihamakannkou
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

■1 月１～3 日、中国庭園
燕趙園で新春イベントが
行われました。
ぜんざいのサービスや凧
揚げ、獅子舞の披露が催さ
れ大変賑わっていました。
地球の子守唄

～Toshi＆七海ライブ～

[開催] 1 月 25 日(土)
[時間] 会場 18:00～ 開演 18:30～
[会場] café ippo
[入場料] 500 円ワンドリンク付
[問合] 湯梨浜町国際交流協会
担当:岡本 090-7500-4107

■12 月 23 日、多目的温泉施設「ゆアシス東
郷 龍鳳閣」が 2003 年の開館以来、来館者２
００万人を突破しました!!!!!
栄えある 200 万人目の方は町内在住のご家
族、戸惑いながらも嬉しそうにされてました。
その後、記念式典が執り行われ、宮脇湯梨浜
町長や温泉公社の中島理事長から記念品が手
渡されました。
200 万人達成記念として、3 月まで入浴券+牛
骨ラーメンのセット券「牛浴券」を販売して
います。詳細･お問合せは龍鳳閣まで!
[電話] 0858-32-2622
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
■12 月 29 日、
ふるさとへ帰省されたお客様にふるさと納税と観光の PR
をするため、宮脇町長をはじめ、湯梨浜町役場職員と観光協会職員でお
迎えしました。
「ふるさとゆりはま応援基金」とは…
皆様からいただいた寄付金を
①子育て支援と教育･スポーツ振興 ②環境の再生
③産業の振興 ④歴史的文化的遺産等の保全･活用
⑤高齢者の生きがいづくり
の中から湯梨浜町の未来に向けて有効に
活用します。ぜひご協力をお願いします!!
[問合] 湯梨浜町役場総務課 0858-35-3111
[詳細] http://www.yurihama.jp/

■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/

《2014 年 1 月～2 月 15 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
「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。

[中央公民館泊分館 展示期間]湯梨浜町泊 1204-1
1 月 6 日(月)～1 月 31 日(金)
[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
■キャンペーン期間中、パンフレットに記載された対象の旅
館・ホテルに宿泊し、応募ハガキに「宿泊証明印」や「駅ス
タンプ」を押してご応募いただくと、抽選でプレゼントが当
たります！パンフレットは JR 西日本主要駅(京阪神･山陽･
山陰)、山陰の主な観光案内所等で配布しております。
[期間] 12 月 14 日(土)～3 月 31 日(月)
[応募締切] 4 月 10 日(木)必着
※プレゼント発送は 4 月下旬頃
[問合] 山陰観光連盟 0859-32-0216

12 月 20 日から ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
＊＊

米子に就航!!

■スカイマークが米子鬼太郎空港に初就航し、関東･関西が
より身近になります!!
米子⇔成田線 1 日 2 往復 4 便 4,800 円～
米子⇔神戸線 1 日 2 往復 4 便 3,800 円～
米子⇔茨城線(経由便) 1 日 1 往復 4,800 円～
※1 区間片道/税込
※3 月 29 日搭乗分までの最安運賃です。
《運行スケジュール》
成田 ⇒ 米子
823 便

米子 ⇒ 成田

8:45－10:20

824 便 11:00－12:25

825 便 16:00－17:35

826 便 18:15－19:40

神戸 ⇒ 米子

米子 ⇒ 神戸

121 便

7:55－8:35

127 便 19:35－20:15

122 便

9:15－9:55

128 便

20:55－21:30

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館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/
『春節祭』龍舞などのイベントがあります!
[開催] 2 月 1 日(土)、2 日(日)
[時間] 9:00～17:00
[入園料] 大人 500 円,小人 200 円
[場所･問合] 中国庭園 燕趙園 0858-32-2180
http://www.encho-en.com/
倉吉『なしっこ館 新春梨まつり』
1 月 26 日(日)はお客様無料感謝デー!!
●梨を使った料理試食会●
梨子雑煮 1 月 12 日(日) 11 時～,14 時～
梨入りｻｰﾀｱﾝﾀﾞｷﾞｰ 1 月19 日(日) 10 時～,14 時～
●梨を使ったスイーツづくり●
1 月 26 日(日) 10:00～15:30 参加料 200 円
●晩生梨の食べ比べ 1 月 4 日(土)～26 日(日)
[開館時間] 9:00～17:00
[1 月の休館日] 20 日(月)
[入園料] 大人 300 円 , 小･学生 150 円
[場所･問合] なしっこ館 0858-23-1174
倉吉市駄経寺町 198-4 http://1174.sanin.jp/

茨城 ⇒ 米子 (神戸経由）米子 ⇒ 茨城 (神戸経由）
287 便 17:35－20:15

282 便

9:15－11:45
湯梨浜町イベント
中部地区イベント

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

身近な話題、イベント情報が
ございましたらお気軽にご連絡ください。
TEL(0858)35-4052
FAX(0858)35-4701

