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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

■湯梨浜町観光協会の主催では、
まちの魅力を観光客
に紹介していく観光ガイドを養成するための講座が
始まってます！
講座では、観光ガイドの心構えや東郷湖周辺の歴史文
化について学ぶほか、
観光ガイドに取り組んでいる先
進地域の視察を予定しています。
観光ガイド活動に興
味のある方のご参加をお待ちしております。
■4 回以上出席でガイドの認定基準をクリアするも
のとし、クリアした方には、認定証を授与します。
※あと、4 回受講あります(´∀｀)
■年明けには、町観光ガイド組織の立ち上げを行いた
いと考えております。認定を受けられた皆様には、ぜ
ひ趣旨にご賛同いただき、ガイド組織への参加をお願
いできればと思います。ガイド組織に参加いただく方
へは、キャップ・ビブス(又はウィンドブレーカー)を
授与します。
■第 1 回目 10 月 24 日
鳥取県観光連盟講師に
よるガイド講座の様子。
基本的な話し方から心
構え、お客様のニーズに
合わせた対応の仕方な
どの説明を受けました。

第２回目 11 月 8 日
「倭文神社の歴史について」
のガイド講座の様子。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
＊＊＊

■国際理解講座■

「アラビアン音楽コンサート」
ヴァイオリン奏者:木村 信子さん
(エジプトカイロ大学留学生)

アフリカン太鼓奏者:アブダッラーさん
[日時] 2013 年 11 月 30 日(土)
開場 18:00～ 開演 19:00～
[会場] Café ippo
湯梨浜町南谷 573 ハワイ夢広場となり
[入場] 500 円(1 ドリンク付き)
[問合] 湯梨浜町国際交流協会 (0858)35-3828
■国際理解講座■
「リヤカー引いて世界一周」講師 吉田正仁氏
[日時] 2013 年 11 月 24 日(日) 19:30～
[会場] 中央公民館羽合分館多目的広場
(湯梨浜町はわい長瀬 584/(0858)35-3828)
[入場] 無料
[問合]湯梨浜町国際交流協会 (0858)35-3828

☆鳥取市出身の吉田正仁さんは、2009 年から 4 年 9 ヶ月間、
上海からポルトガルまでユーラシア大陸を横断し、北米、オ
ーストラリア、東ティモールを経て、上海へ戻り日本に帰国、
そして極力、交通機関を使わずリアカーを引きながら世界一
周(33 カ国)の旅をしました。旅先では、舗装されていない悪
路や厳しい天候やなど、さまざまなトラブルに悩みながらも、
出会った人達に親切にされて乗り越え、無事旅を終えました。

■東郷湖周辺にある 4 か所のウォーキングステーショ
ンでは、新たにレンタルサイクルおよびノルディッ
ク・ポールが利用できるようになりました!!
ウォーキングステーションは、
「ハワイ夢広場・café
ippo」
「はわい温泉・東郷温泉観光案内所」「あやめ池
スポーツセンター」
「ゆアシス東郷 龍鳳閣」で、この
ポスターが目印!! レンタル料は各 300 円です。ぜひ、
ご利用ください(｡･ ω<)ゞ ※中学生以下の方は、保護者同伴で
ないと貸出し出来ません。受付の際に身分がわかるものが必要になります。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
※写真はイメージです。
＊＊＊＊＊＊＊

１１月１８日（月）から販売開始！！
湯梨浜町の豊かな自然で育まれた特産二十世紀梨などの特
産物を加工した自慢の品々の詰め合わせセット。心を込めて
手作りしたじげ（地元）の味をギュッと詰め込みました。
お歳暮のほか、贈答用としても随時相談に応じています。ぜ
ひご利用ください。このたびは、3,500 円と 3,000 円の２
種類のセットを販売です。
＊各セット加工品活用レシピが入ってます。
【3,000 円(税込)セット】 【3,500 円(税込)セット】
梨チップス、梨シロップ、
[販売店] JA 鳥取中央農産物直売所ハワイ夢マート、
トマトピューレ２本、
梅のうま漬け、木苺ジャム、
はまなす味噌、バジル塩、
国民宿舎水明荘、㈲石沼、山本みやげ店
梨シロップ、梨チップス、 バジル塩、はまなす味噌、
[申込・問合せ先] 湯梨浜町商工会（℡３２－０８５４）
トマトピューレ、つわぶきの佃煮
木苺ジャム
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
■はわい温泉・東郷温泉旅館組合は、
＊＊＊＊＊＊＊
ＣＭで話題となった『はわい温泉』
の看板をあしらったキーホルダーを
作りました。“はわい”らしくヤシの木
とハイビスカスも描かれています♪
[金額] １個 ４２０円（税込）
[販売店] 東郷温泉…養生館
はわい温泉…望湖楼、千年亭
ゆの宿彩香、羽衣
山本みやげ店
■“ゆりりん”の T シャツとウィンドブレーカーが [問合] はわい温泉・東郷温泉旅館組合
出来ました！プライベートでの着用ももちろんで
(0858)35-4052
すが、イベントや大会などでユニフォームとして
いかがでしょうか？
・サイズは 4 種 (Ｓ/Ｍ/Ｌ/ＸＬ)
・デザインは 3 種 (正面図、ｳｫｰｷﾝｸﾞ、ｼﾞｬﾝﾌﾟ)
・色は３色 (白、黒、ピンク)
[金額] T シャツ１枚 980 円（税込）
ウィンドブレーカー１枚 1,980 円(税込)
[販売元] (株)ウエムラ (0858)35-4527
湯梨浜町大字田後 306-6
あ み
り ん
が な
と
う
♡

※ゆりりんの T シャツは町がキャラクターデザインの使用申請
を承認したものを掲載しています。町が特定の商品や販売店を
推薦するものではありませんので、詳細については販売元にお
問い合わせください。

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

■11 月 8 日(金)をもちまして、
「ゆるキャラグランプリ 2013」の投票が終了しました！
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
ゆりりんの結果はどうなのか!? 結果は、11 月 24 日(日)に発表されます(((；ﾟДﾟ)))
応援していただいた方々には大変感謝しています!!ありがとうございましたヽ(・∀・)ノ

[開催] 2013 年 11 月 23(土)
[時間] 受付 8:00～、出発式 9:00～
[募集人数] 先着 200 名
[参加費] 800 円(保険代含)
[集合] ゆアシス東郷龍鳳閣
[申込･問合] 湯梨浜町商工会
(0858)32-0854
☆参加賞☆
クーポン券 500 円分
(協賛店で飲食･お買物ができます)

温泉入浴券
(ゆアシス東郷龍鳳閣またはハワイゆ～たうんで利用)

Ａコース(ウォーク 6 ㌔＋遊覧船)
ウォーキングと東郷湖の遊覧船をお楽しみください。
Ｂコース(東郷湖一周 12 ㌔＋ゆず茶･菓子)
自然豊かな東郷湖一周ウォークをお楽しみください。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
＊＊＊＊＊＊＊
■2013 年 10 月 22 日・23 日、
「ゆりはまを愛すプロ
ジェクト」研修事業で「ゆりはまアイス」を製造して
いる施設やほか製造施設・販売店などへ視察に行きま
した。製造から商品の媒体、観光と商品へ結びつきな
ども学び、今後の活動の改善や目標など改めて考えさ
せられた内容となりました。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
＊＊＊＊＊＊＊
■2013 年 11 月 9 日･10 日、中国庭園燕趙園で「中華コ
スプレ大会」が行われました。中国・韓国・台湾・マレー
シアからのコスプレイヤーも参加し、パフォーマンスを行う
エキシビションやパレードを披露されました。そして今回は
CS フジテレビ ONE にて絶賛放送中のコスプレ専門番組「コ
スコスプレプレ」が緊急参戦し、AKB48 の田名部生来さんが
「らんま 1/2」のコスプレを自ら作製した衣装に身を包み、
パフォーマンスステージで公開収録が行われました。同日に
は「中華グルメの祭典」も行われ、大変活気にあふれたイベ
ントとなりました。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
＊ ■2013 年 10 月 16 日、はわい
＊＊＊＊＊＊＊
＊ 温泉･東郷温泉旅館組合が、2 回
＊ 目のスッポン放流を行いました。
＊
＊ 今回は、稚鼈を 300 匹放流し、
＊ また、試験飼育用としてそのうち
＊
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ ＊ 15 匹を鳥取県栽培漁業センター
＊ へ提供しました。
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
■2013 年 11 月 3 日は「ゆりは
＊
ま大漁まつり」
、11 月 4 日はと
＊
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
っとりどまんなかフェスタ」
、11
＊
＊
月９,10 日には「食のみやこ鳥取
＊ 鳥取県栽培漁業
県フェスタ」とイベントが行わ
れました。因みに食フェス初日
はゆりはまアイスが完売!!

センターでの様子

湯『創作 因伯との会 秋季作品展』

日本画・洋画･水彩画･ろくろ挽き物・寒欄・写真など

[開催]2013 年 11 月 13 日～30 日
※休館日は除きます

[時間]10:00～18:30
[会場]湯梨浜町立図書館
[問合]湯梨浜町健康推進課 (0858)35-5375
湯『湯梨浜町芸能大会』
[開催]2013 年 11 月 17 日(日)
[時間]9:30～
[会場]ハワイアロハホール
[問合]湯梨浜町中央公民館 (0858)32-1116
琴浦『琴浦の栗 ぽろたん祭』
6 店舗による「ぽろたん」を使用した自慢の一品、この
日だけの限定品！蒸した「ぽろたん」の試食も出来ます！

[開催]2013 年 11 月 17 日(日)
[時間]10:00～13:00
[会場]アプトセントラルコート
[問合]琴浦町農業委員会 (0858)55-7809
■はわい温泉・東郷温泉旅館組合が、忘新年会
プランをまとめた冊子を作成し、鳥取県中部の
自治体や企業などを訪問して、利用促進のため
のPR活動を行いました。今年の忘新年会もぜ
ひ、はわい温泉・東郷温泉をご利用ください！
はわい温泉･東郷温泉を宜しくお願いします♪
【問合】はわい温泉 東郷温泉旅館組合
(0858)35-4052
http://www.hawai-togo.jp/

『バスで巡る!!とっとり中部漫遊紀』
毎週土曜日に行われています!「観光コース
or 体験コース」の 2 種類、昼食は琴浦町産
の食材を使用した「海鮮丼 or 鳥取牛丼」か
ら選べます。さぁあなたはどっち?!観光、体
験や昼食が付いてなんと 2,000 円とかなり
お得!ぜひご利用下さい♪
[運行日程]H25 年 10 月～H26 年 3 月まで
毎週土曜日 9:40 倉吉駅出発
☆第１週・第３週は『観光コース』
この日何かが起こる!スペシャル運行日
H25 年 11 月 30 日・H26 年 3 月 29 日
☆第２週・第４週は『体験コース』
[料金] お一人様 ２,０００円
[予約] 申込用紙に必要事項を記入の上電話またはＦ
ＡＸで㈱農協観光にお申込み下さい。
[問合] ㈱農協観光鳥取支店
(0857)26-0602

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

倉吉『鳥取中部 B 級グルメバトル 3th』
鳥取中部の B 級グルメが集合!!
来場者の「バトルボール」による人気投票で中部の B 級
グルメチャンピオンが決定します!!!!!

[開催]2013 年 11 月 23 日(土)24(日)
[時間]10:00～15:00
[会場]SC パープルタウン屋上特設会場
[問合]とっとり梨の花温泉郷広域観光協議会
(0858)24-5024
湯『第 7 回湯梨浜町民ミュージカル
白の守り神』
[開催]2013 年 12 月 1 日(日)
[時間]昼の部開演 13:00、夜の部開演 17:00
[料金]大人 1,000 円(当日 1,300)、小人 500 円
[会場]ハワイアロハホール
[問合]河村 090-8068-5392
湯『ノルディックウオーキング教室』
師走ウオーク/天女のふる里コース、夢広場～足湯公園 約 8 ㌔
[開催]2013 年 12 月 14 日(土)
[時間]9:00～11:30
[集合場所]café ippo
[問合]湯梨浜町健康推進課 (0858)35-5375
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

