ゆりはまのとっておき(マニアな)ニュースをあなたにお贈りする情報誌 Vol ５２

ゆりはまにあ

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

２０１５年９月１０日発行(毎月１０日発行)

湯梨浜町観光協会

会員募集中！！

■井戸海水式養殖とは、海底の砂層よりろ過された、病原体のない清浄で安心・安全な
海水をくみ上げて育てる方法で、現在養殖しているヒラメ・アワビ等は、(公財)鳥取県
栽培漁業協会（湯梨浜町石脇）の井戸海水による陸上養殖で生まれたものを、湯梨浜町
泊港敷地内にある「海の駅とまり」の陸上養殖場で育てています。８月までの牡蠣の養
殖販売は終了し、現在は鳥取県の魚「ヒラメ」
「アワビ」の養殖販売をしています。

★「県木」
「県花」
「県鳥」があるのに、魚食文化を持つ日本になぜ「県魚」がないのか？という疑
問から、全国漁業組合連合会が制定運動の取組みを始め、アンケートや調査を繰り返し、各地での
イベントをきっかけに制定運動が加速し、1996 年 9 月までに、全国で２７の県魚が制定されまし
た。現在は３２の県魚が制定されていますが、海に面していない県は・・というと川魚を県魚とし
ているところや、魚の種類が多く一種類だけに決められない県は「旬の魚」「四季の魚」として、
春夏秋冬、または月ごとに制定されているところもあるようです。
鳥取県の魚「ヒラメ」は県内の沿岸海域でとれ、高級魚のイメージを持つ栽培漁業の主役魚で、
平成２年「ふれあい推進事業実行委員会」によって選定されました。
■地下５ｍからくみ上げた海水を、ヒラメ養殖に適し
た水温１７℃～１８℃に保ち、１年半かけて陸上養
殖します。夏から晩秋にかけては特に成長のスピー
ドが速いヒラメですが、通常１キロの大きさまでに
育つには約２年半はかかるといわれています。入口近く
の棟には、販売・出荷の出来る大きなひらめ、奥の棟には可愛
いサイズのヒラメがいましたが、イメージとは異なった鋭い歯
と俊敏な動きにビックリ！餌やりの体験もさせて頂きましたよ
(*^^)現在、１万 2 千匹のヒラメを養殖しており、６月より一
般のお客さまへの販売も行っております。

↑アワビの養殖の様子

湯梨浜振興合同会社（戸羽建設：湯梨浜町宇谷５８１－５）
奥の棟にいた可愛い
サイズのヒラメ
（０８５８）３４－２７８８ FAX（０８５８）３４－２８８５
泊養殖場 海の駅とまり（０８０－６２４２－７２３６）
★活ヒラメ姿盛・刺身 お届けはご相談の上、お届時間に合わせてつくります。

慣れた包丁さばきで、神経締めした
ヒラメと一緒に写真撮影♪
“爽やか笑顔のイケメン吉田さん”

海の駅とまり＆サカナクワイヤ 海の駅まつり開催！！
11 月 22 日（日）８：００～★ヒラメつかみ取り（限定２００匹）
★親かにみそ汁無料振る舞い（限定３００食）
松葉ガニ、海産物、加工品販売もあるよ～♪※予約注文承ります。

イベント情報

［開催］１０月４日（日）
［時間］10：00～13：30（雨天決行）
［会場］泊新港周辺（泊漁港）

来てね～♪

鮮度抜群！地元の魚！
魚の特売１１：００～販売開始

★ステージイベント 10：00～オープニングセレモニー
★タッチングプール 魚やヒトデと触れ合おう！！
★はたらく車大集合（高所作業車、パワーショベル） ★屋台村には約２０店舗が出店！！
乗って触れて楽しめる♪
ゆりはまアイスも出ますよ～♪
★漁船の乗船体験
大人５００円 小人３００円
[問合]湯梨浜町商工会
※天候により船が出ない事があります。
★ゆりはまの特産物・加工品販売
(０８５８)３２－０８５４

■8 月２２日（土）中国庭園燕趙園で、湯梨浜で
はラストを飾る花火「庭園花火」イベントが開
催されました。昼間の燕趙園とはまた違った、
しっとりとした雰囲気の中、園内魚背橋では中
国雑技ショーが行われ、小ぶりながらも目の前
で上がる大迫力の花火に、お客様から歓声と拍
手が沸き起こりました。

■８月２３日（日）今年で１５回目を
迎える東郷湖ドラゴンカヌー大会が、
ハワイ夢広場をメイン会場に盛大に行
われました。１クルー１０名(太鼓 1 名、
舵取り 1 名、漕ぎ手８名）で構成され、
TOGO カップ・チャレンジカップ・レディースカップ・ゆりは
まカップ・ジュニアカップ(ファミリー・中学生)の 5 部門で、
直線 200 メートル着順及びタイムにより順位を決めます。
昨年は台風のため中止となり、2 年ぶりのレースとなった今大
会。どのチームも気合十分！！この日のために練習を積み重ね
てきた出場者の熱気が伝わってきましたよ。
また、出場者以外も気軽に楽しめる「カヌー体験」や「SUP 体
験」などもあり、訪れたご家族連れのお客様も、湯梨浜のシン
ボル東郷湖を満喫されました。

10/10(土)～10/12(月・祝)

燕趙園祭り

[問合]中国庭園燕趙園
中国獅子公演 龍踊り公演など
(０８５８)３２-２１８０
http://www.encho-en.com/

女子旅応援「癒しのごほうび旅」鳥取（山陰）と蒜山（岡山）にかかる温
泉郷 6（シックス）エリアには女子が喜ぶうれしいスポットがたくさんあり
ます。魅力あふれる梨の花温泉郷を知っていただき、たくさんのお客様に
お越しいただけるよう、広く情報発信していただける
山陽・四国エリアの女性２人組を対象にモニター募集を
し、昨年度に引き続き 1 泊 2 日で鳥取中部をめぐる“女子
旅モニターツアー“を催行しました。
親子・友人・姉妹などそれぞれの観点からの率直な意見
や、お客様からの「もっと」を反映して今後の鳥取中部
への集客拡大を図ります。
望湖楼｢屋形船夕食｣

泊漁港
磯焼き朝食

[モニターツアーコース］
（一日目）岡山駅集合＝岡山駅よりバスで移動＝蒜山高原センター昼食（ジンギスカン)＝蒜山ホースパーク（乗馬体験）＝
三朝町(三徳山登山)＝湯梨浜町はわい温泉到着 梨花女子会(屋形船で夕食)→中国庭園燕趙園(庭園花火鑑賞)=帰宿
(二日目) はわい温泉出発=泊漁港(磯焼き朝食)＝倉吉市日曜工房(箸づくり体験)＝小泉八雲紙芝居＝琴浦町みなとガーデン
昼食(鳥取牛丼)＝北栄町サンサンぶどう園(ふどう狩り)＝湯梨浜町 Café ippo(意見交換会＆アンケート)=鳥取駅
[問合]とっとり梨の花温泉郷広域観光協議会
（０８５８）２4－４０５２
FAX（０８５８）２４－５０７４
http://www.nashinohana.com/ ★梨の花 HP にて第一回女子旅モニターツアー旅レポート公開中です。

★グランプリ投票の流れ★

■今年もエントリーしました！湯梨浜の天女キャラクターゆりりんです♪ゆるキャラと
は・・
「ゆるいマスコットキャラクター」の略でイベント、各種キャンペーン、地域おこ
し、名産品の紹介のようなＰＲなどに使われるマスコットキャラクターのことです。
２０１０年から始まったゆるキャラグランプリ！！全国からエントリーされたゆるキャ
ラの頂点は・・。皆さまの応援で、ゆりりんを上位にランクインさせて下さいね。

【表彰式・決戦投票】１１月２１日（土）～２３日（月・祝）

パソコン・タブレット・スマートフ
ォンからの投票です。
①各端末から公式サイトへアクセス
http://www.yurugp.jp/
②ID 登録する（2014 年以前に使用
した ID は使用できません）
③発行された ID でログインする。
④ゆりりんに投票する♥
◎一日一回投票できます。期間中は
投票を日課にして下さいね。

（ゆるキャラグランプリ 201５ in 出世の街浜松にて）

【名 前】ゆりりん（ハワイアンな天女です）
【誕生日】１０月２４日（年齢は秘密）
【性 格】やんちゃで好奇心旺盛。明るくて人懐っこく、出会った人を元気にします！
【趣 味】フラダンス、コスプレ、グラウンド・ゴルフ、ウォーキングｅｔｃ
【特 技】羽衣でひとっとび！！瞬間移動。羽衣ひとふりで温泉もつくれます！
【好 物】湯梨浜のフルーツ、温泉たまご、シジミ汁、アイスクリームｅｔｃ
★ついつい食べ過ぎてしまうので、趣味と実益（健康づくり）を兼ねたウォーキングは
欠かせません。湯梨浜の自然が奏でる音、季節で変わる色、香りが大好き。今日は何を
しよう♪と毎日を楽しみながら、湯梨浜の四季を過ごしています。

■鳥取県が全国に誇る秋の味覚「二十世紀梨」のシーズン到来！！
２７日から県内や京阪神地区を中心とする市場で販売されるため、８月２６日
（水）JA 鳥取中央東郷梨選果場（湯梨浜町中興寺）にて、二十世紀梨初出荷式が
行われ、大阪市場への出荷 100 年目でもある節目の年を祝う梨関係者など、多く
のお客さまで賑いました。宮脇町長の挨拶から始まった式典は、JA 鳥取中央女性
会東郷支部の皆様による“鳥取梨もぎ音頭”や、地元の太養保育園３、４、５歳児
の皆さんの踊りが花を添え、初荷を乗せたトラック運転手の方へ、
“梨娘“から花束
と梨かごが手渡されると、旅の安全と梨の高値を願ってテープカットが行われま
した。ファンファーレの合図で、京浜・京阪神・中国四国方面へとトラックが出
発！！今年度は 233,000 ケース（箱/１０ｋ）の出荷を計画しています。東郷か
ら全国の皆様へ「ふるさとの秋」をお送りいたします♪

鳥取で 100 年以上の
歴史を持つ代表品種
「二十世紀梨」

鳥取県のオリジナル
品種の青梨
「なつひめ」

初出荷！！いってらっしゃい

[問合・直売]ＪＡ鳥取中央東郷梨選果場（０８５８）３２－２０１４
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町内の至る所で真っ白なか
わいい花が咲き誇る４月の
開花期間は、雨の日も多く、
晴れ間を見計らった交配と
なりましたが、それ以降は、
温度・日照時間・降水量と
共に二十世紀梨にとって最
高の環境のなか、順調に育
成しました。
現在、東郷果実部３４８戸
の農家が約１２０ヘクター
ルで梨を栽培しており、本
年も｢東郷梨ブランド｣にふ
さわしい上々の"玉太り“程
よい酸味とコクのある"甘
さ”みずみずしくジューシ
ーな“肉質”と三拍子そろっ
た梨に仕上がりました。
選果場は９月中旬まで稼働
しています。

ン

■風光明媚な東郷湖をパノラマで一望できる、
ロケーション抜群のカフェ「HAKUSEN(ハク
セン」が湯梨浜町松崎にオープンしてから１ヶ月が経ちました。
こちらのお店は、ご夫婦で経営されており、県外のカフェに勤務
されていたオーナーと古本屋を経営されていた奥様が、多くのご
縁あって松崎へ。心地良い風の吹き抜ける店内の隅には、古書の
棚があり、懐かしさいっぱいの古き良き時代の言葉や表現を感じ
ながら・・・美味しいコーヒーと焼き菓子をいただくことが出来
ます。どっしりと強めの苦み、キレのある後味が特徴の「湖水ブ
レンド」
、お医者さんもオススメするというルイボス（マメ科の
植物）を使った「マサラチャイ」や、自
家製のシロップを使ったホットジン
ジャーなど、こだわりのドリンクが
心と体を癒してくれますよ。

HAKUSEN（ハクセン）
湯梨浜町旭 127-2
(0858)32-1033
営業時間：10：00～18：00
定休日：毎週日曜日、第一・第三水曜日
※水曜営業日は、テイクアウトのみの営業
10/18(日) 三八市へ出店します♪

★湯梨浜町観光ガイドの会では、年に数
回の養成講座を受講していただき、一緒
に活動をして下さるメンバーを募集し
ております。町内在住、または町内勤務
の方、意欲のある方！！年齢、経験は問
いません。詳しくは、当協会までお問合
せ下さい。[問合] 湯梨浜町観光協会
（０８５８）３５－４０５２

倭文(しとり)神社は、伯耆国一ノ宮として
古くから信仰を集め、安産の神様として知
られる格式の高い神社です。ご祭神のひとりである下照姫命
(シタテルヒメノミコト)は、才色兼備の女神であったと伝え
られることから女子力アップのパワースポットとしても有
名です。安産岩・夫婦岩・随神門・経塚・拝殿・本殿裏手の
パワースポットなどなど♪地元ガイドの案内付での参拝は、
ひとあじ違ったものになること間違いなし！
オリジナルの“かほり袋”に入っている“願い札”に願いを書
き、一枚は“かほり”と一緒に袋の中へ・・一枚は神社の奉納
箱へお納め下さい。毎月１日に行われる「月次祭(つきなみさ
い)」で宮司によりお焚き上げを受けます。
(要予約)（団体様企画）
地元ガイドによる案内＆かほり袋
お一人様 ６６０円（税込）
（お焚き上げ含）
★最少催行２０名様～
★所要時間２０分～３０分
★その他お問合せ下さい。湯梨浜町観光協会
(0858)35-4052
↑経塚で発見された国宝「銅経筒」

湯梨浜町内の｢道の駅｣｢海の駅｣｢池の駅｣｢町の駅｣｢山の駅｣
５つの駅で利用できる２０％のプレミア付き商品券を販売
中です。使用期限は 12/31 まで。年末のお買物も、この商
品券だとお得ですね～。５つの駅各店舗（各２００冊）で販
売中です。★お早めにお買い求めください。
一冊
倭文神社ガイド風景

5,000 円（500 円 12 枚綴り）お一人様 2 冊まで

[問合]ゆりはま５つの駅商品券実行委員会
（０８５８）３５－５３８２

■倉吉・湯梨浜・三朝・北栄・ 秋

湯『ゆりはま子育て応援フェスタ
★ゆりはま家族愛シンポジウム★』

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。
★スタンプラリー台紙裏面に応募はが
きが付いています。

[開催]９月１３日（日）
10：00～15：00 集まれ！遊びの広場
（多目的広場、会議室他）
昔ながらの遊びや木のおもちゃ、ネイチャーゲームを
子どもたちに楽しくレクチャーします。

平成２７年９月１日(火)～１１月３日(火・祝)
※平成 27 年１１月１０日(火)必着 各施設に設置してある
応募箱に投函、または
郵送で応募してね。

湯梨浜からのプレゼントは↓↓

家族と地域で支え合い心豊かな子どもたくさん産み育てる
町をつくるため、家族愛について考えましょう。

11：00～12：30

美味しい家族の時間 意外と簡単巻き寿司弁当

（栄養指導室：講師 役場健康推進課 戸羽栄養士）
楽しくて簡単！弁当を彩りよく仕上げるコツなどを
学ぶ無料教室です。※申込は締切りました。
13：00～14：00 講演会
(大ホール：講師 松井和さん)元埼玉県教育委員長・音楽家・作家

子育てにおける家庭と地域の役割などについて講演
いただきます。
14：15～15：15 パネルディスカッション
（大ホール：コーディネーター 山田修平さん）
現代の家庭や地域の環境を踏まえ、子育てをする上で
の悩みや、その解決法を考えます。
[問合]とっとり梨の花温泉郷広域観光協議会（0858）24－4052
http://www.nashinohana.com/ FAX（0858）24－5074
[会場]ハワイアロハホール
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ [問合]役場子育て支援課（０８５８）３５－５３２４
福羅酒造より地酒 山陰東郷 特別セット ３名様
★明治 22 年創業の蔵元「福羅酒造」
。
地元で栽培された「米」と自然豊かな土地ならではの「水」を使用
し、伝統の技で作った地酒です。
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■昨年度大好評だった「ウェルカニキャンペ
ーン」パワーアップ実施中！
鳥取県は、水揚げ量全国一位を誇るベニズワ
イガニ（９月～６月）の産地でもあり、今年
は昨年よりも 1 カ月早い 9/1 よりキャンペ
ーンを実施します。
キャンペーン期間中、対象の旅館・ホテルに
宿泊し、
「宿泊証明印」を押したハガキで
応募すると、毎月 100 名様（総勢 600 名様）に「旬のカニ」が当た
ります！パンフレットには鳥取のグルメ、名湯名所なども紹介されて
いますよ～。（応募ハガキは最終ページに付いています）当選の秘訣
は・・・記載漏れのないこと♪
同時にフォトコンテスト開催！！
各スポットに設置したカニキャップを
かぶって撮影した写真を投稿してね。
詳しくは Web サイトをご覧下さい。

[キャンペーン期間]

平成 27 年９月１日(火)～平成 28 年 2 月 29 日(月)
※平成 2８年３月４日(金)必着
[問合]鳥取県観光連盟 鳥取市栄町６０６ まるもビル５階
（０８５７）３９－２１１１ FAX（０８５７）３９－２１００
http://www.tottori-guide.jp
http://kanitori.jp/

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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倉『とっとり梨の花温泉郷発！B 級グルメバトル 5th』
とっとり梨の花温泉郷エリア内の B 級グル
メ・ご当地グルメが一堂に集う食のイベント
です。来場者の｢バトルボール｣による人気
投票でチャンピオンを決定します。
ゆりはまを愛すプロジェクトより「ゆりはまアイス」を出
店します！会場での応援をよろしくお願いします。

[開催]９月２０日（日）
・２１日（月・祝）
[時間]９：３０～１４：００
[会場]北栄町出会いの広場 (旧運転免許試験場跡)
北栄町由良宿 1300
[問合]とっとり梨の花温泉郷広域観光協議会

倉吉市上井町２丁目 1-2（倉吉観光物産館 長生堂 2F）
（0858）24-5024 FAX（0858）24-5074

湯『三八市（さんぱちいち）』

安心して暮らせる町に、世話ない!世話ない!をテーマにド
キドキ、ワクワクするイベントがいっぱい♪つまみ食い試
食・癒し（足つぼ・アロマ）の他に、屋台演劇など、おな
かも心も大満足。１０月の３と８の付く日をチェック！！

[期間]１０月３日（土）
・８日（木）
・１３日（火）
１８日（日）・２３日（金）
・２８日（水）
※１０月２４日（土）は夜カフェ OPEN
[時間]9：00～11：30
[会場]JR 松崎駅より東側
[問合]三八市実行委員会 090-7779-6175(野口)
倉『アジアトレイルズカンファレンス鳥取大会』
記念ウォーキング大会『ゆりはま天女ウォーク』

アジア各国からウォーキング・トレッキングの関係者が集
まる国際会議が、鳥取県中部を主会場に開催されます。
10/17(土)は、ゆりはま天女ウォーク開催！
[開催]１０月１７日（土） 参加者募集 当日参加 OK

[時間]10：00～17：00
[コース]東郷湖を巡る道・今滝（18.8Km)
伯耆国一ノ宮参拝コース (8・8Kｍ)
昭和レトロと出逢う道コース（５Kｍ）

[参加料］
一般:2 日間 1,500 円 1 日のみ 1,000 円(当日 1,200 円）
★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、当協会までお問合せ下さい。
(０８５８)３５-４０５２ 年会費：２,０００円

学生(高校生以上)：２日間 1,000 円 １日のみ 500 円
(当日 700 円)※中学生以下無料です。

[問合]ワールドトレイルズカンファレンス鳥取大会
実行委員会(鳥取県中部総合事務所地域振興課内)
(0858)23-3290・役場健康推進課(0858)35-5368

