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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

■誰にでも簡単に踊れると全国的に盛り上がっている
ＡＫＢ４８の「恋するフォーチュンクッキー」!
なんと、鳥取県でも魅力をＰＲするため、県内観光地
等(東～西へと)をロケ地として「恋するフォーチュン
クッキー鳥取県 Ver.」の動画が完成しました!!
湯梨浜町では、
「中国庭園 燕趙園」と「はわい温泉看
板」のシーンを収録しました。
平井知事も手話を交えたＰＲや、踊りで出演されてい
ます。この動画を見ると、鳥取県は素敵なところと改
めて思うはず！ぜひご覧ください☆
YouTube で「恋するフォーチュンクッキー鳥取県
Ver.」と検索すると動画が見れます。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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① ファミリースタンプラリー
期間:12 月 28 日～1 月 15 日

② 無料入浴券プレゼント☆
期間:1 月 1 日～３日 ※各日先着 200 名様

③ お得な入浴券「牛浴券」発売
④ 特別牛浴回数券＆特別牛浴法人券発売
③,④の期間:1 月～３月
※牛浴券とは、牛骨ラーメン券と入浴券のセット券です。

■「家族･個人でお得に利用したい」
「60 歳以上の全館
利用が休日も割引になれば…」
「日頃から利用料が安け
れば…」と思っておられる方に朗報です!!
リピーターの方なら断然お得！会員特典は、入会時に
進呈(その場ですぐ使えます。)①利用券全館利用 1 枚
又は、中国風呂(裸風呂)利用 2 枚＆お買物券 500 円分
プレゼント②土日祝は特割料金③平日は優待料金④正
月は特割料金⑤関連店舗で特典(割引 etc)があり大変
お得です！入会されて損はなしの『龍鳳閣 友の会』に
入会してみてはどうでしょうか？
[問合] ゆアシス東郷龍鳳閣
湯梨浜町引地 560-7
(0858)32-2622
http://www.ryuhoukaku.jp/

☆飲茶レストラン(12 月 31 日,1 月 1 日)☆
おいしい『飲茶レストラン』
を営業します♪
※牛骨拉麺屋ゆとろぎはお休みです。

☆湯あがりビンゴ大会(1 月 1 日元旦)☆
新年恒例の『湯あがりビンゴ大会』
。
入館者の方は参加費無料です。
来年は、どんな賞品かお楽しみに！
(am11:30～、pm15:00～)
☆先着 200 名様！
手づくり水餃子無料サービス(1 月 1 日元旦)☆
☆ゲットしよう！福だるま！
～新春大抽選会～(1 月 1 日～3 日)☆
こちらも新年恒例のイベント
入館された方は、抽選ができますよ～♪
何が当たるかな～?!

■湯梨浜町天女キャラクター『ゆりりん』の結果は…
「ご当地ゆるキャラ部門」1,245 体中、第 193 位
(投票数 10,834pt)初出場ながら大健闘でした！
鳥取県内では、第 2 位☆
(1 位のくらすけくんと 809pt 差)
「総合」では 1,580 体中、第 210 位
『ゆりりん』に投票して
いただきました皆さま！
本当にありがとうございました！
これからも応援よろしくお願いします。

■いよいよ、冬本番！寒い日は温泉で身体を芯か
ら温めて、リフレッシュしましょう♪

しあわせひょうたんの宿 -旅館 水 郷■名物のひょうたん風呂(女風呂)、岩風呂(男風呂)と貸切
風呂(要予約)があります。
通常、大人お一人 1 回の利用は 500 円ですが…
お得情報！…会員になると、大人 400 円(小学生以下 200
円)で利用できます♪
しかも、入会金は無料！会費無料！期限無し！
会員様と同行のお客様も会員価格に割引します！
※貸切風呂は別途 1,050 円必要になります。(利用時間 1 回 45 分)
※入会時には会員証発行手数料 100 円が必要です。
[入浴時間]10:00～22:00
※特典は発行日の翌日以降の利用から適応となります。
※会員様ご本人以外の利用はできません。
[場所]湯梨浜町はわい温泉 6-1
※会員様がお見えでない場合はご利用いただけません。

[問合](0858)35-3521 http://ryokan-suigou.jp/

羽 衣

※写真はイメージです。
■心地よき露天風呂、天地恵の湯。自然の恵みを堪能い
ただける湖畔の宿です。
通常、大人お一人 1 回の利用は 600 円ですが…
お得情報！…回数券 1 冊 5,000 円(13 回利用分)
単純に 5,000 円÷13 回すると…1 回あたり約 385 円！
[入浴時間]12:00～18:00
[場所]湯梨浜町はわい温泉 21-1
[問合](0858)35-3621
http://e-hagoromo.com/

養 生 館
■6 千余坪の庭園のほとりの露天風呂は、湖まで水続き
のようなロケーションで心地よい開放感が味わえます。
展望台浴場もあります。
通常、大人お一人 1 回の利用は 800 円ですが…
お得情報！…回数券 1 冊 3,000 円(6 回利用分)
単純に 3,000 円÷6 回すると…1 回あたり 500 円！
[入浴時間]10:30～20:00
[場所]湯梨浜町大字引地 144
[問合](0858)32-0111
http://www.yozyokan.jp/

国民宿舎 水 明 荘
■3 階(男風呂),4 階(女風呂)に展望風呂、5 階には東郷
湖を見下ろせる露天風呂があります。
玄関横の龍泉は飲泉ができます。
通常、大人お一人 1 回の利用は 800 円ですが…
お得情報！…回数券 1 冊 5,250 円(11 回利用分)
単純に 5,250 円÷11 回すると…1 回あたり約 480 円！
[入浴時間]11:00～20:00
[場所]湯梨浜町旭 132
[問合](0858)32-0411
http://www.suimeiso.jp/

■はわい温泉･東郷温泉旅館組合では「湯めぐり手帳」を発売中です。
[価格] 1 冊 1,500 円(6 枚綴り) ※各旅館で使用枚数が異なります。
[協賛旅館] 下記の旅館で入浴できます。
はわい温泉…望湖楼、ゆの宿彩香、千年亭、羽衣、水郷、ニュー高橋、翠泉
東郷温泉…養生館、水明荘、澤の湯
[販売場所･問合] はわい温泉・東郷温泉旅館組合 (0858)35-4052
http://www.hawai-togo.jp/

■今年も『クリスマス花火』を開催します!
夏の花火とは違った澄んだ空気の中で、キラキラ光る綺麗
な花火は、とてもロマンチックです☆
[開催] 12 月21 日(土)・22 日(日)
[時間] 20:15～20:30
※荒天の場合は中止することがございますので、ご了承ください。

[場所] 浅津公園（東郷湖羽合臨海公園内）
※東郷温泉の宿泊者を対象にはわい温泉まで無料送迎バスを運行いた
します。詳細、申込み等は、各お宿へお問合せ下さい。

[問合] はわい温泉・東郷温泉旅館組合
TEL(0858)35-4052 http：//www.hawai-togo.jp/

■『あやめウィンターイルミネーション 2013』
が始まりました！約 50,000 球の LED が幻想的な
公園を創り出し、白鳥や睡蓮などをモチーフにし
たイルミネーションもあります☆
[期間] 12 月 1 日(日)～1 月 3 日(金)
[点灯時間] 17:00～22:00
※天候により中止する場合があります。

[会場] あやめ池公園 (湯梨浜町藤津 650)
[問合] あやめ池スポーツセンター (0858)32－2189
http://www.geocities.jp/hawaiayame

■『燕趙園のクリスマス』を開催します！
庭園内には、約 10,000 球のイルミネーションを点灯。また、
21 日･22 日に「クリスマス特別企画中国雑技ショー公演」
を 19:30～(約 20 分間)行います。通常営業時間内の雑技シ
ョーでは公演前後に現れたサンタクロースに秘密の合言葉
を言うとプレゼントがもらえますよ(*´▽｀*)
[開催] 12 月 21 日(土)～23 日(月祝)
[時間] 通常営業時間は 9:00～17:00
・21 日、22 日は 9:00～21:00 まで夜間開園します。
・イルミネーション点灯時間は、日没～21:00
[会場] 中国庭園 燕趙園(湯梨浜町引地)
[料金] 入園料 大人５００円,小人２００円
[問合] (0858)32-2180 http://encho-en.com/

●中国庭園 燕趙園で
『お正月イベント』を行います●
[日時] 2014 年１月１日(水)～３日(金)

[イベント内容]
★公演★中国獅子舞、龍踊り、マジックショー
※公演の日程はただいま調整中です。
★ぜんざいの振舞い(1 日,燕趙園内)
★中国ゴマ,日本ゴマで遊ぼう
(1～3 日集枠館前広場)
★中国凧揚げ(1～3 日,芝生広場)

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
■11 月 23 日に「おもてなしげんきウォーク」
が行われました。
＊＊＊＊＊＊＊
当日の天候は見事に快晴!!でウォーキング日和となり、約 230 名の参加
者は澄んだ東郷湖の景色を楽しみました♪ 今回のイベントでは参加者
に「梨+しじみ汁」12 ㌔コースの方には「菓子＋ゆず茶」が振舞われ、6
㌔コースでは「遊覧船」の乗船体験があり、盛りだくさんなイベントで
した。

『町立図書館クリスマスイベント』
おはなし会やｳｸﾚﾚ演奏会、合唱団ｻﾝｻｰﾄなど行います！
[開催] 12 月 15 日(日)
[時間] 10:30～20:00
[場所] 湯梨浜町立図書館
[問合] (0858)48-6012
http://lib.yurihama.jp/

北栄『コナン駅』愛称化記念セレモニー
JR 由良駅に「コナン駅」を愛称がつきました！
コナン君もお祝いに駆けつけ、一緒に乗車します
[開催] 12 月 15 日(日)
[時間] 10:30 倉吉駅～11:14 コナン駅
[問合] 北栄町政策企画課 (0858)37-5864
http://www.gamf.jp/ (青山剛昌ふるさと館)

『倉吉総合産業高等学校
吹奏楽部 定期演奏会』
[開催] 12 月 23 日(月祝)
[時間] 13:00(予定)～
[場所] ハワイアロハホール
[問合] 倉吉総合産業高等学校
(0858)26-2851

『フラワーアレンジメント教室』
[開催] 12 月 22 日(日)
[時間] 10:00～12:00
[場所] あやめ池スポーツセンター(研修室)
[参加料] 2,000 円
[募集人数] 40 名
[申込･問合] (0858)32-2189

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

http://www.geocities.jp/hawaiayame
『ミニ門松作り教室』
[開催] 12 月 23 日(月祝)
『ノルディックウオーキング教室』
[時間] 10:00～
新春ウオーク/ハワイアロハホール周辺 約 3 ㌔
[場所] あやめ池スポーツセンター(研修室)
[開催] 2014 年 1 月 3 日(金)
[参加料] 500 円
[時間] 9:30～11:00
[作品数] 20 名
[集合場所] ハワイアロハホール
[申込･問合] (0858)32-2189
[問合]湯梨浜町健康推進課
http://www.geocities.jp/hawaiayame
(0858)35-5375
北栄『青山剛昌先生と話そう DAY!!』
http://www.yurihama.jp/
青山先生が北栄町に帰郷されます!名探偵コナンに関する
ことやプライベートな話までナマで聞ける大チャンスです!!
湯梨浜町イベント・中部地区イベント
[開催] 2014 年 1 月 4 日(土)
[時間] 13:00～15:00
身近な話題、イベント情報がございましたら
[場所] 北栄町大栄農村環境改善センターホール
お気軽にご連絡ください。
[問合] 青山剛昌ふるさと館 (0858)37-5864
TEL(0858)35-4052 FAX(0858)35-4701
http://www.gamf.jp/

