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★☆★湯梨浜町観光協会★☆★

ゆりはまにあ

〒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
メール yurihama-kankou@yurihama.jp
ＦＢ https://www.facebook.com/yurihamakannkou

２０１５年８月１０日発行(毎月１０日発行)

湯梨浜町観光協会☆会員募集中！！

■日本交通㈱が運営する倉吉↔神戸・大阪行き高速バスに、湯梨浜町の二十世紀梨やぶどう、メロンなどの特産物や
東郷湖の風景、ウォーキングやグラウンド・ゴルフを楽しむ様子の写真を紹介するラッピングバスが登場しました。
現在、倉吉バスセンター発↔大阪弁天町（便によっては「なんば(OCAT)」まで）まで、夜行便を含めた１日９便が運行されてい
ますが、そのうちの１便(往復)がこの湯梨浜ラッピングバスで運行(*^_^*)関西方面へ向けて湯梨浜の魅力を PR しますよ～♪
７月１０日（金）８：３０～湯梨浜町役場にて運行の安全と、湯梨浜の PR 拡大を祈念して出発式が行われ、１０：００に第１便
として倉吉バスセンターを出発しました。
《フルーツ特産品》
甘さと酸味のバランス
が絶妙な、みずみずしい
二十世紀梨、大粒で甘く
果肉がやわらかいイチ
ゴ「あきひめ」、すっき
りとした味わいの芳醇
なピオーネなど、町には
フルーツがいっぱい♪

《夏輝 なつき》
‘’鳥取の夏の海のように
輝きを放つ天然の岩ガキ
‘’滑らかな口あたりで濃
厚な身が特徴で、殻の長
さが１３㎝以上の平型の
岩ガキに「夏輝」のブラ
ンドラベルが付けられて
います。

新たな出発を祝ってテープカット
が行われました。

《東郷湖の夕景＆しじみ》
汽水湖である東郷湖で捕れるヤ
マトシジミは"黒いダイヤ“と呼
ばれ粒が大きく身が濃厚なのが
特徴です。味噌汁、酒蒸し、バ
ター炒め、ご飯、パスタなどの
お料理にも抜群の相性！
《ウォーキング》
東郷湖を巡るコースは、全国第一
号 全日本ノルディック・ウォーク
連盟公認コースとして認定されて
います。この他にも運動量にも着
目した距離、風景の異なる魅力た
っぷりのコースが６つあります。

《中国庭園燕趙園》
宮廷ロマンよみがえる日本
最大級の中国庭園です。
毎日開催されている雑技シ
ョーは１日３回
9:30～/13:30～/15:00～

《グラウンド・ゴルフ》
昭和 57 年、泊で考案された
グラウンド・ゴルフ。
今や愛好者は 150 万人を超
えると言われています。
“聖地”でのプレイは格別！
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★二十世紀梨が湯梨浜町で栽培されるようになってから
１０９年目を迎えます。今年も、梨どころ東郷（湯梨浜）
を代表する梨狩り園「波関園」より甘みと酸味のバランス
が絶妙な、美味しい二十世紀梨をお届しますよ。

[梨狩り体験料]（入園は無料です）
●個人のお客様●
大人 ８５０円（中学生以上）
小人 ７５０円（小学生）
園児 ５５０円
●団体のお客様●２０名以上
大人 ７５０円（中学生以上）
小人 ６５０円（小学生）
園児 ４５０円

★梨狩りの他に、直売(進物)もいたしております★
直接波関園にお出掛けいただくか、お電話でもお受けしており
ます(*^^)お客様より入金→確認→発送 または書留・着払い
でもＯＫですよ。お気軽にお問合せ下さい。
【問合せ・予約】開演時間：８：００～１７：００
山陰のフルーツ大国 波関園（なんぜきえん）
湯梨浜町別所 818-7 (0858)32-1821
※8/20 前後には露地の梨狩りもできます。

■7 月 18 日(土)今年も湯梨浜っ子の祭典｢綱引き大会｣がＪＡ鳥取中央東郷
■ ７ 月 25 日 ( 土 ) 泊 新 港 周 辺 で 「 と ま り 夏
梨選果場にて、盛大に開催されました。夕方 17：00～試合開始！気合十分、
まつり」が開催されました。午前中は、家内安全、
1 試合 3 本勝負、一般男子２０チーム、一般女子１０チーム、小学生
商売繁盛、大漁を祈願した榊・神輿が街を練り歩
１２チームの全４２チームのトーナメント方式で行われました。
き、夕方からのステージイベントでさらに盛り上が
綱を握りしめた選手の周りでは賑やかな応援合戦。白熱した試合
りを見せました。ステージは、泊小学校夏まつり鼓笛
が繰り広げられました。
隊の演奏でスタートし、和太鼓の演奏が終わると、泊
出身の宮脇町長の挨拶でセレモニーが行われました。
ブレイクダンスチームによるパフォーマンス、バンド演奏の頃に
■７月 19 日(日)
は会場は満員御礼！！ 20：40～は皆さまお待ちかねの海上大花火♪
東郷湖畔公園を会場にこの
とまり夏まつりオリジナル花火を含む約 1200 発が波止から打ち上げられ、
夏県内の花火では一番早い
迫力のある音と共に、海上に映し出される幻想的な光は
「水郷祭」が開催されまし
た。はわい温泉・東郷温泉観
感動そのもの・・。華やかな連続花火のフィナーレ
光案内所でも、お祭り関係問合せ
の後には大きな拍手が沸き起こりました。
数 No1♪県内外のお客さまから
大注目されているお祭りです。東郷
中学校ブラスバンド部の演奏でオープニ
ング。次に翔龍隊の龍踊りが披露され、続いて
400 年以上の歴史を持つ鳥取県の無形文化財「浪
人おどり」が、地元の小中学生や保存会によって奉納さ
れました。20：30～湖上大花火の打上げが開始し、約 45 分に
ステージのトリは倉吉ビートルズの皆さん♪
わたり、趣向を凝らした色とりどりの花火が、湖上に花開きました。
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■今年も、湯梨浜の夏の夜を盛り上げてくれた「サマーわくわくフ
ラダンスショー」。週末を中心に全７日のステージを終えました。
はわい温泉・東郷温泉に宿泊のお客様をはじめ地元のお客様など、
約 350 人が、会場である羽衣ふれ愛ランドに来場されました。
ステージを飾って下さったのは地元のフラダンスチーム「ローカ
ヒ・カ・マカナ湯梨浜」の皆さん。ＡＬＯＨＡ～♪の挨拶から始ま
り、３曲を披露された後は、準備された首飾り‘’‘レイ’‘’を掛けた会場
のお客様と一緒にワークショップ。参加されたお客様は、手の動き
一つ一つに意味があるフラの調べを確かめながら楽しんでダンス
をされました。とっても楽しかったわ！！ハマっちゃいそう♪など
嬉しいお声をたくさんいただきましたよ。
ご協力いただいた各旅館の皆様、ありがとうございました。
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■宿泊のお客様へ（お子様）花
火がプレゼントされ、はわい温
泉広場も親子連れの方で賑っ
ていました。
暑い夜も、特製かき氷(100 円)
でひんやりクールダウン。
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鳥取県・湯梨浜町

連携事業
感動体験★鳥取で
水との出会い

■湯梨浜のシンボル、東郷池は周囲約１２キロ、面積約 4、５平方
キロある汽水湖で、長さ２キロの橋津川を通じて日本海につながっ
ています。古くは入江であり、砂が積み重なって、海と隔てられた
と言われています。中央付近からは熱いお湯がコンコンと湧き出す
全国でも大変珍しい池で、海寄りには「はわい温泉」と南側に「東
郷温泉」があります。そんな東郷池を、もっと身近に知って、感じ
てもらおうという「愛らぶ東郷池」イベントが、8 月１日（土）ハ
ワイ夢広場をメイン会場に開催されました。
午前中は幼児、小学生とそのご家族を対象に「おさかな教室」が開
かれ、参加者は小川で魚とり体験やとれた魚の観察と生態などの学
習を通じて、自然豊かな地元の素晴らしさを再認識されました。
午後からは、水の汚れを測る検査体験や、シジミの水質浄化を観察
したりする「シジミの水質浄化実験 簡易水質検査体験」が行われ、
参加者には「ゆりはまアイス」のプレゼントも！！
メイン会場では、ご当地アイドルのトーク
＆ライブや、ゆりりん＆トリピーのゆる
キャラショー、お笑いライブなどもあり、
東郷池に関することをクイズ形式にして
会場の皆さまと楽しく学びました。
水の上からも池を観察★ドラゴンカヌー体験乗船を楽しむ皆さん↑

特産品販売を通じて湯梨浜町をＰＲ

■京都府京丹後市峰山町には「羽衣伝説」が伝えられており、
湯梨浜町とも交流があります。この京丹後市で、8 月１日、
２日の 2 日間「羽衣伝説」
「七夕伝説」をモチーフに、市民
の手作りで運営される夏の一大イベントフェスタ「飛天」
2015 京丹後が開催され、湯梨浜町から特別出店！！ゆりは
まアイス、ゆりりんグッズ販売、パンフレット、ノベルティ
の配布とともに湯梨浜町を広くＰＲしました。屋外ステージ
では、音楽、ダンス、太鼓などのパフォーマンスの他、地元
飲食店のブースも数多く出店され、約 2 万人の来場者で賑い
ました。ハワイアンな天女「ゆりりん」
もＰＲに参加しましたよ♪来場者から
「かわいい～♥」と写真撮影や握手に
と大人気でした。

■ゆりはま 5 つの駅まつりイベントとして、８月 2 日（日）青谷
羽合道路のオアシス、道の駅はわいで「道の駅はわいまつり」が
開催されました。晴れやかな日曜日は、午前中からお出掛けのお
客様でいっぱい。10：00 開始のイベントでしたが、スイカ食べ放
題コーナーにはすでに長い列が！！氷をいれた家庭用プールの中
には、県中部で収穫されたスイカ「がぶりこ」が冷やされ、今か
今かと出番待ち。開始時間近くなると、スタッフの手によりサク
ッサクッ・・と気持ちの良い音をたててカットされていきました
♪種が少なく、シャリ感が特徴のガブリコを一口(^^♪
あま～い！！歯ごたえがイイ！！
食べ放題とあって、２つ３つと食べられる
方もあり、午前 午後と 2 回分準備した合計
1000 人分のスイカは、あっという間に売り
切れ御免となりました。

★鳥取の美しい自然や風土、人々の生き方
や現実に抱える問題を、イラスト、漫画、
小説、映像等で表現していく「2012 まん
が王国とっとり建国」に端を発する地元発
の「きみわたプロジェクト」
。鳥取県中部を
主な舞台とした物語で、キャラクターの祐
花となつみたちが暮らすこの街を巡る
MAP が完成しました。
中部を中心にした 12 のチェックポイント
の風景と、きみわたキャラクターとの夢の
コラボレーション！！
また、パンフレットの「聖地巡礼クイズ」
に答えて、公式サイトで入力するとスペシ
ャルなイラストが見られたり、抽選で豪華
な賞品が当たるキャンペーンもあります。
詳しくはクイズページをご覧ください。

[問合]きみわたプロジェクト

倉吉市河北町 141

(0858)26-7250 FAX(0858)26-7251
HP http://www.kimiwata.com/

toyo-i@mirror.ocn.jp

■展望台の中腹から伸びる特別な大竹
流しそうめんは、なんと長さ２７ｍ！
受付テントから、麺つゆとお箸を受け
取った参加者は、展望台への階段を上
りスタンバイＯＫ。
「さぁ、いきますよ
～！流れまーす！」の合図と共に、勢
いよく流れるそうめんをキャッチ。
初めての体験に大喜びのお子様や、
「う
まかった～」
「関西から来たんですが、
鳥取でのいい思い出となりました。あ
りがとう」などなど、嬉しい感想もた
くさんいただきました。その他、1,000
円お買物毎に一回抽選が出来るガラポ
ンも大盛況。お買物、食事、休憩、イ
ベントを満喫できた日曜日でした。
[道の駅はわい]湯梨浜町宇野２３４３
（０８５８）３５－３９３３

★潮風を感じながら、磯のグルメに舌鼓♪スイーツでほっと
一息、最後は温泉で疲れを癒す大人気のウォーキングイベン
ト！！ただいま参加者募集中です(*^^)開催日前日までに
電話・FAX・メールでお申込下さい。

[開催日]９月１３日（日）
受付開始/9：00～（龍鳳閣）
出 発 式/9：30 雨天決行
スタート/10：00
ゆアシス東郷龍鳳閣スタート→
舎人会館→国主神社→県道 22 号
→原から山陰道下くぐり海岸沿い
→泊漁港サカナクワイヤゴール
[参加費]1,500 円
※当日お支払い下さい。
★ゴールの泊漁港からは、ゆアシス東郷龍鳳閣までバスで送
迎いたします。11：30～14：00（30 分おき）
[参加申込]ゆアシス東郷龍鳳閣
湯梨浜町引地 560-7 info@ryuhoukaku.jp
(0858)32-2622 Fax（0858）32-2619

★昭和２０年代から地元で愛され続ける鳥取牛骨ラーメンと、鳥取中部の１４の提携観光
施設のスペシャルコラボ！！「I♥中部 GYU GYU スタンプラリー」企画がスタートしま
した。牛骨ラーメン提供店+観光施設+牛骨ラーメン提供店または観光施設の３つのスタン
プを集めてその場で抽選♪先着 2,000 名様にもれなく、ここでしか手に入らない牛骨グッ
ズが当たりますよ～。※抽選は１４の観光施設で出来ます。牛独特の香ばしいかおり、ほ
んのり甘く旨みがぎゅ～っと感じられる牛骨ラーメンを食べて、遊んで、楽しんで(*･ε･*)

ここに３つスタンプを押してね！

湯梨浜の提携観光施設は・・・
[開催期間] 2015 年 7/18（土）
★多目的温泉施設「ゆアシス東郷龍鳳閣」
～2016 年３/31（木）
★憩いのオアシス「ハワイゆ～たうん」
※先着 2,000 名様にて終了
★宮廷ロマン蘇る国内最大の本格的中国庭園
さらに！もれなくもらえる
「中国庭園燕趙園」
観光施設 or 牛骨ラーメン
★梨狩りならココ 山陰のフルーツガーデン
ご利用優待券
「波関園」
【問合せ・事務局】
湯梨浜の牛骨ラーメン提携店
とっとり中部観光施設ネットワーク
♥牛骨拉麺屋「ゆとろぎ」
（龍鳳閣内）
（０８５８）３２－２６２２
♥レストラン吉華

湯『8/22 は、ぱにーにの日♪』池の駅イベント
湯梨浜町松崎にある手作り焼きたて
■2015 年 7 月 1 日(水)～9 月 30 日(水)の期間中に、はわい温泉・ パンのお店です。店内には七福神の
東郷温泉のお宿で１団体 20 名以上、1 人あたり 5,000 円(税込)以上 足湯の一つ「大黒天の湯」があり、
のプランで開催される同窓会・同級会の参加者全員に 2,000 円/人の 足湯に入りながら目の前に広がる最高のロケーションが楽
しめます。8/22 は、ぱにーにの日♪日頃の感謝を込めて、
商品券をプレゼントします。商品券の利用期間は
商品券などが当たる抽選を実施しますよ。
2015 年 7 月 1 日(水)～12 月 31 日(木)
[補助券発行期間]８月 1 日（土）～８月２２日（日）
はわい温泉・東郷温泉旅館組合に加盟の
[時間]9：00～18：00 不定休
施設で使用できます。
（宿泊料、飲食代、
★５００円お買い上げごとに補助券 1 枚進呈します。
お土産代、館内サービス料などに利用可）
★な、なんと同窓会・同級会開催当日の会費分としても使えます！！ ５枚で一回抽選ができます。
１等・・・ぱにーに商品券 5,000 円（２本）他
幹事さん、急いで(*^^)今なら若干空きがありますよ。
色々な「美味しい」が当たっちゃう空くじなしの抽選
必要書類を揃えて、各施設（お宿）へお申込下さい。

です。みんな来てね～♪
[問合]ぱにーに湯梨浜店 (0858)24-4722
湯『道の駅燕趙園』道の駅イベント

【問合】はわい温泉・東郷温泉旅館組合（0858）35-4052

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
＊

中国庭園燕趙園の道路向かいにあり、燕趙園から金山嶺橋
を渡っても行くことが出来ます。湯梨浜の特産品、加工品
はもちろんのこと、鳥取県のお土産も数多く取り揃えてい
ます。★エリア内、中華レストラン「燕京飯店(えんきょう
はんてん)」は９/5（土）OPEN 決定！！

「もれなく当てくじ」開催中★
[期間]８月 1 日（土）～８月３１日（月）
[時間]9：00～17：00
[問合]道の駅燕趙園 (0858)32-2184
湯『ゆアシス東郷龍鳳閣』池の駅イベント

■倉吉・湯梨浜・三朝・北栄・琴浦・蒜山の６つのエリアを観て、泊
まって違うエリアのスタンプを３つ押して応募すると、抽選で自慢の
特産物プレゼント！！
宿泊すると、スタンプ２個 GET♪あとの１
ヶ所は違うエリアのスタンプを押してね。 水着で楽しむスパリゾート、裸風呂もあり、日帰り入浴が
★スタンプラリー台紙裏面に応募はがきが できる施設です。老龍頭売店で 1,500 円以上お買物をされ
付いています。湯梨浜からのプレゼントは、 たお客様先着 600 名様を対象に、空くじなしの抽選を行い
ます。何が当たるかな～♪※龍鳳閣会員会費及び、会員利
ゆりはまを愛すプロジェクトより
用チケット購入には使えません。
アイスギフトセット
３名様
★地元の素材や特産品を使ったオリジ
[期間]８月１日（土）～先着 600 名様
ナルのアイスクリームです。
[時間]10：00～21：30 毎月第 4 火曜日
道の駅はわいより
東郷産 20 世紀梨 1 箱（３ｋ）３名様
★気候と風土に恵まれ、味は日本一と
賞賛される二十世紀梨は、湯梨浜を代
表する果物です。

[期間]平成２７年７月１日(水)～８月３１日(月)
※平成 27 年 9 月 7 日(月)必着
[問合]とっとり梨の花温泉郷広域観光協議会

(0858)24－5024

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
オールジャパンプロジェクト
＊

[問合]ゆアシス東郷龍鳳閣 (0858)32-2622
湯『Café ippo』池の駅イベント
湯梨浜町南谷にあるウォーキングカフェです。デッキから
湖を眺めて、ゆったりとした心地よい時間を過ごしません
か。女性にも大人気の Café ippo から 1 日限りのスイー
ツバイキングのお知らせです♥

[開催]８月２２日（土）
[時間]10：00～17：00
（時間制限あり）
[料金]お一人様１，０００円 ドリンク付き♥
★バルーンアート、サカナクワイヤの干物販売もあるよ♪

[問合]Café ippo
湯『幻想の夕べ』
茂山千五郎家は、江戸時代以来京都で狂言師として活動してこられ、絶
大な人気を誇る狂言大蔵流の名門です。上演回数№１、海外公演でもレ
ギュラーの演目「濯ぎ川」
、原作はフランスの喜劇で最高傑作の新作狂言
「棒縛り」の２演目です。茂山千三郎氏の分かりやすい解説は必見！！
[開 催]平成２７年１０月１８日（日）★前売り券発売中★お早めに
[時 間]１４：００開演（１３：３０開場）
[入場料]当日 2,500 円、前売り 2,000 円、SOJA 会員 1,800 円
学生（大学生以下）
、障がいのある方 1,000 円
[会 場]ハワイアロハホール（０８５８）３５－５６７８
[問 合]ＳＯＪＡ事務局 ０７５－２２１－８３７１

(0858)35-6161

園内が灯籠による幻想的な空間に包まれます。

[開催]８月１４日（金）
[時間]9：00～21：00
[料金]大人 500 円 小中学生 200 円

★三朝バイオリン美術館
１９：００～ビオラとコントラバスによるコンサート

[会場・問合]中国庭園燕趙園（0858）32-2180
湯『庭園花火』

すぐそばで上がる花火は感動そのもの！中国庭園とのコラ
ボ花火はココでしか見ることが出来ませんよ。

[開催]８月２２日（土）
[時間]２０：００打上げ（１８：００開園）
★１９：３０～園内の魚背橋で雑技ショー公演
湯梨浜町観光協会では、町の観光事業にご協力いただける会員を募集し ★地元うまいもん屋台村も出店します。
ています。毎月「ゆりはまにあ」の郵送の他、協会の facebook 等でも、
お店やイベントの PR をさせていただきます。詳しくは、当協会までお ★花火用チケットをお買い求め下さい。
[会場・問合]中国庭園燕趙園（0858）32-2180
問合せ下さい。 (０８５８)３５-４０５２ 年会費：２,０００円
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