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 ５６
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湯梨浜町観光協会

会員募集中！！

２０１６年１月１０日発行(毎月１０日発行)
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皆さま、新年明けましておめでとうございます。
昨年は格別の御高配を賜り、厚く御礼を申し上げます。
平成 27 年は、
「名探偵コナンミステリーツアー」の開催や、鳥取県
観光連盟の企画「トットリＴＨＥパーク：春夏旅キャンペーン・秋
冬旅キャンペーン」など、鳥取全県下を網羅するイベントにより、
宿泊をはじめ観光客の入れ込みも盛んでした。
一方、鳥取県中部ではＡＴＣ（アジアトレイルズカンファレンス）
が湯梨浜コースも含めて開催され、韓国・中国・台湾のウォーカー
もたくさんお越しになりました。湯梨浜町観光協会においても、旅
館組合・商工会との合同企画「日本のハワイ アロハカーニバル
2015」を運営。また、着地型観光商品も夏場の滝床料理企画には韓
国からのツアーがたくさん入り、大いに賑いました。
外国人観光客の増加は今後も続くと予測され、これらを一過性のも
の
のとせず 28 年に開催される WTC（ワールドトレイルズカンファレンス）も踏まえ、インバウンド対応の強化を図り、更なるウォ
ーキング商品の売込み強化や湯梨浜町の魅力発信を強めるツールの作成、アロハカーニバルも含め、地域を活性化させる取り組み
を展開していきます。本年も、より一層のご支援を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。
敬具
平成 28 年 1 月
湯梨浜町観光協会 会長 中島 守
事務局長 若山 訓
書記 伊藤 やよい
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福紗一枚（赤・紫）５００円
手ぬぐい
８００円
■伯耆國は、古来より良質の砂鉄がとれ「たたら文化」が栄えた歴史が
あります。昨年も多くのお客様がお出掛けになった「金持(かもち)神社」
の名前は、鉄の事を「かね」と読むことに由来すると言われ、
「樂樂福(さ
さふく)神社」の“ささ”は「砂鉄」
、
“ふく”は製鉄炉への送風の意味である
と伝えられています。
その他の神社にも「福」の字を冠した神社が多く、これも古来よりたた
ら製鉄が行われた名残であると言われています。
古くから存在する建築物や日本の良さを味わいながら、2016 年の干支
「申」にちなんだ「日吉神社」を加えた縁起の良い開運神社巡りでご利
益を授かり、運気を高めましょう。
申年所縁 [日吉神社] 米子市淀江町西原 767
比叡山を神体山とし平安時代末期、日吉神社の分霊で、境内に
は神使いと言われる「猿」の石像が置かれています。
（ご祭神）大己貴命・少彦名命
猿田彦命・天之佐奈咩神
●●神社巡りのしかた●●

申 日吉(ひよし)神社 吉祥を招く
[所]米子市淀江町西原 767
一 福富(ふくどみ)神社 幸運と冨貴を招く
[所]倉吉市福富 326
一、手ぬぐいを持って各神社へ開
二 福積(ふくづみ)神社 福が積み重なる
運祈願の参拝をする。
二、各神社に設置してある朱印を
[所]倉吉市福積 719
押す。
三 豊榮(とよさか)神社 豊かさと繁栄を招く
三、朱印をすべて集めて記念のお
[所]琴浦町勝田 245
守りにしましょう。
四 富益(とみます)神社 富貴が増す
招運良宮巡り福紗・開運手ぬぐい取扱所《中部》
[所]米子市富益町 936
※東部・西部でも取り扱っています。下記にお問合せ下さい。
五 金持(かもち)神社 金運上昇
湯梨浜町観光協会・はわい温泉東郷温泉旅館組合(0858)35-4052
[所]日野町金持 74
琴浦町観光協会 (0858)55-7811
六 福成(ふくなり)神社 福に成る、成功祈願
JR 倉吉駅内観光案内所 (0858)24-5370
[所]日南町神戸上 2317
倉吉白壁土蔵群観光案内所(赤瓦十号館) (0858)22-1200
七 福榮(ふくさかえ)神社 幸運を呼び込み、繁栄を招く
三朝温泉ほっとプラ座(三朝温泉観光協会) (0858)43-0431
[所]日南町神福 1247
【開運八社巡りに関するお問合せ】
八 樂樂福(ささふく)神社 楽しい生活と幸福を招く
(公社)鳥取県観光連盟(0857)39-2111http://www.tottori-guide.jp/kaiun8/ [所]日南町宮内 1101

■今年もカニバス運行開始！
運行初日である 12 月 12 日
（土）はわい温泉・東郷温泉に
宿泊される３８人のお客様を
乗せ、大阪↔鳥取を結ぶ格安な
｢カニバス｣が大阪を出発しま
した。今年で 11 年目を迎えるこのバスは、単なる交通手段
だけではありません。一日目(行き)のお昼は鳥取砂丘観光、
二日目(帰り)は、鳥取市の代表的な海の台所、海産物市場へ。
その他、カニバスを利用したお客様だけの特別なサービス・
割引・プレゼントが盛りだくさん♪
※詳しくは寄り処ガイドをご覧ください。
はわい温泉に入ったけれど、東郷温泉にも入りたい！別のお
宿のお風呂も入りたい～・・・安心して下さい♪ご宿泊の旅
館以外でも利用できる「入浴券」が付いていますよ。
カニバスは
平成 27 年 12 月 12 日（土）
～平成 28 年３月 27 日（日）
まで、運行しています。
[問合]はわい温泉・東郷温泉
旅館組合（0858）35‐4052
http://www.hawai-togo.jp/

■ゲームや「妖怪第一体操」などで大ブレイクし、お子様を中心
に幅広い年齢層に大人気の妖怪ウォッチ。2015 年 12 月 19 日
（土）から公開された映画「エンマ大王と 5 つの物語だニャン！」
を観に行った方も多いのではないでしょうか。全国的にも話題沸
騰のこの映画に合わせて、ニャフーの妖怪かくれんぼプレゼント
キャンペーンが実施されました。PC やスマートフォンなどでア
クセスし、毎日かくれんぼしている妖怪を見つけ出し、謎解きを
していきます。エンマ大王の最終の謎のキーワードを入力する
と・・はわい温泉が！！実は引っ掛けの答えで、真の答えは別に
あるのですが、今回の映画にちなんだクイズで、全国で２ヶ所だ
け（はわい温泉・東郷温泉観光案内所と福島県）ジバニャンが来
ています。
「なぞのまわりもよく見てみるニャン」とジバニャンに
言われ湯梨浜の町をくまなく調べて下さ
っ
った皆さま、ありがとうございました。
ジバニャンは 1 月いっぱいまでは案内所
に
居ますので、みんな会いに来て
ニャン♪お子様には妖怪ウォ
ッチのクッキープレゼント中。

■12 月 17 日（木）養成講座⑧
10 月 8 日（木）の開講式から始まり、町の歴史・伝説・
伝統文化・自然景観など、より多くのお客様へ湯梨浜の魅
力を知っていいただくため全 8 回にわたって湯梨浜町観
光ガイド養成講座を行ってきました。
講座最終回は、レストラン吉華を会場に町の特産物や加工
品の紹介・試食や、着地型観光プランの説明、2 月 3 月の
2 ヶ月間業務を依頼されている、はわい温泉・東郷温泉旅館組合主催、大阪↔鳥取を結ぶ カニバスの添乗ガイドのマニュアルな
どを確認し、最後に「閉講式」が行われました。今年度は、16 人の既存メンバーに 2 人の新規メンバーが加わり合計 18 人。
特産品の紹介・試食では商品を提供して下さった、バジルソース・にんにくの醤油漬け(樋口農園)、梅酢・げんき梅アイスクリ
ーム(レストラン吉華)、章姫いちご・甘みつ姫干しイモ(小林農園)の美味しさに驚くメンバー！
その他、梅ジャム(こころね工房)、梨シロップ(湯梨浜町ふれあい施設農
産物加工品運営委員会)、梅干し・梨チップス(サークル野花)、つわぶき
の佃煮(はまなす加工研究グループ)、パン(富屋製パン所)、とまり漬(鳥
取中央農業協同組合)、ゆりはまアイス 8 種(ゆりはまを愛すプロジェク
ト)も準備。商品に至るまでの様々なストーリーを知ることで、より貴重
で作り手の思いが詰まった一品であることがわかりました。
改めて湯梨浜の“美味しさ”も知ることができ、ガイドの会として広く PR
していこうと新たなスタートをきりました。
[問合]湯梨浜町観光ガイドの会（湯梨浜町観光協会） （0858）35-4052 FAX（0858）35-4701 資料を見ながら研修中！

山 陰 の タ ウ ン 誌

■山陰のコンビニや書店で販売されている鳥取・島根のタウン情報誌
「Lazuda」の誌面で、湯梨浜町について 4 ページにわたって紹介されるこ
とが決まり、つい先日取材が行われました。Lazuda は、ライトアップ・ズ
ームアップ・ダウンタウンの略で、
「 毎 日 を Happy に す る 山 陰 ラ イ フ
マガジン」がコンセプトの島根・鳥取の地域情報誌です。
毎 月 25 日 が 発 行 日 で 、 新 店 紹 介 や テ ー マ
を設けた飲食店の紹介や季節の情報、
イベント情報などを掲載されています。
山本みやげ店・伊藤畳店・福羅酒造・
河本魚店・レストラン吉華・小林農園・
ぱにーに・お土産品や足湯などが掲載
予定です。ナビゲーターは東京都出身
で I ターンにより町内でクレオパトラ
（メロン）やバジルなどを栽培し、
農業に勤しんでおられる樋口浩二さんです。

１/25（月）発売の Lazuda をお楽しみに♪

ゆりはまを愛すプロジェクト
■湯梨浜町の素材や特産物を使ったゆりはまアイスは、現在全１４種類。
昨年のイベント出店販売は 13 回、売上数は前年の 2 倍となり、アイスによる湯梨浜町の観光宣伝も
積極的におこなってきました。アイスプロジェクトのメンバーは 8 名（生産者 6 人、事務局 2 人）
、月に一度のアイス会議を開
き、売上報告や在庫確認、イベント出店についての確認、運営について協議し情報を共有しています。平成 27 年最後のアイス
会議となった 12 月 22 日（火）
、チラシ等作成でお世話になっているデザイナーの鈴木さんも交えて、新作アイスの試食会を行
いました。メンバーで味わいの意見やラベルデザイン、アイスの名前等アイディアを出し合い、今後さらに試行錯誤を繰り返し
ながら、春には新作アイスのお披露目・イベントを目指していきます。
次年度 19 種類となる「ゆりはまアイス」
「ゆりはまを愛すプロジェクト」を今後もよろしくお願い致します。
緊急告知！新アイス
甘酒ほうじ茶風味アイス
甘酒抹茶風味アイス

自家製安納芋のアイスです
★コクのある濃厚な芋の甘み
は、まさにスイーツそのも
の！！小林農園
(0858)34－2064
いちごアイスあります

福羅酒造(0858)32－2121

酒粕・酒粕(梨シロップ入)あります

ゆず＆八朔のシャーベット

ピオーネのシャーベット

★爽やかな香りとさっぱり
とした味わいの柑橘系
シャーベットです。
河本魚店(0858)32－0236

★ジューシーで芳醇な
ピオーネを皮ごと
シャーベットにしました。
塚本ファーム（観光協会）
(0858)35－4052
トマトのアイスあります

クレオパトラ・
マスクメロン・
クレオ＆ロピア、バジル
ソースアイスあります。
メロン系アイスは
シャーベットです。

梨・キウイ・梅・しじみアイスあります
明治 24 年から
製造している地元の
老舗お醤油屋さんが作
った“和”なアイスクリーム。
コレ、クセに
なります♪

樋口農園(0858)48－5101

ゆりはまを愛すプロジェクト
（湯梨浜町観光協会）
（０８５８）３５－４０５２
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
35萬(よろず)醤油 (0858)32－0127
生姜醤油・昆布出汁アイスあります

■年末となり冬期休暇を満喫されるお客
様や、帰省された皆様へ・・・12 月 30
日（水）ハワイアンな天女“ゆりりん”と共
に、倉吉駅で『ふるさと納税 PR 隊』が出
動しました。近年、全国に湯梨浜ファンが
徐々に増えており、12 月には湯梨浜町への寄付が 1 億円を突破しまし
た。湯梨浜町へふるさと納税をしていただきました納税者の皆さま、
応援して下さった皆さま、本当にありがとうございます！！
ふるさと納税は、個人が 2,000 円を超える寄附を行ったときに住民税
のおよそ 2 割程度が還付、控除され、日本で唯一税金の使い道を自分
で選択できる制度です。生まれ故郷でなくても OK！
特産品・加工品・海産物など“湯梨浜の美味しいもの“の他、魅力いっ
ぱいのお礼の品々を取り揃えておりますので、引き続き応援をよろし
くお願い致します。昨年の湯梨浜町ふるさと
納税人気ナンバーワンは
特選東郷二十世紀梨でした！
【問合】湯梨浜町役場総務課
（０８５８）３５－３１１１

ステキ♥

■12 月 19 日（土）
・20 日（日）の 2 日間、今年で
5 回目になる「クリスマス花火鑑賞」
。
全ての人を魅了する神秘的なこの花火の良さは、何
といっても冬に上がるということ。夏花火の賑やか
な雰囲気とは対照的に、澄んだ冷たい空気のなか湖
面を照らしながら輝く光は・・もう癒しそのもの♪
メインの“クリスマスツリー”の花火が上がるとお客
様から歓声がわき起こりました。
はわい温泉・東郷温泉に宿泊のお客様や地元のお客
様は、聖なる夜を満喫されました。

今年は雪もなく、穏やかな年明けとなりました。2016 年、利口と好奇心の象徴「申（猿）
」のように、
人が伸びる(^^)成長できる年にしたいですね。今年もゆりはまにあを応援して下さる皆様に感謝を込
めて新春お年玉プレゼントのお知らせです。クイズに答えて素敵な賞品をもらっちゃお～★
★クイズ★ 今年の秋 10 月 14 日（金）～17 日（月）アジアだけでなく、世界各国からウォーキング関係者やウォーカー達が
集う世界的なウォーキングの大会がなんと！鳥取で開催されます。この大会をアルファベット三文字で何というでしょう。
[応募方法]ハガキに①クイズの答え②ご希望の商品③住所④氏名⑤ご連絡先⑥湯梨浜町のオススメのお出掛けスポット(行って
みたいところ)を記入してご応募下さい。FAX・お電話でのご応募はできません。観光協会に対するご意見・ゆりはま
にあについて取り上げて欲しいことなどもお聞かせ下さい。
[応 募 先]〒682-0175 湯梨浜町はわい温泉 5－22 湯梨浜町観光協会 ゆりはまにあプレゼント係
[締
切]平成 28 年 2 月 1 日（月）※当日消印有効 ★賞品の発送をもって発表にかえさせていただきます。
[問
合]湯梨浜町観光協会（0858）35‐4052

特

賞

（はわい温泉・東郷温泉旅館組合より）
はわい温泉・東郷温泉の商品券（10,000 円分）

１名様

「道の駅はわい」
「道の駅燕趙園」
「海の駅とまり」
「サ
カナクワイヤ」
「ゆアシス東郷龍鳳閣（池の駅）
」
「Café
ippo（池の駅）」「ぱにーに（池の駅）」「いきいき直
売よどや（町の駅）」「三八市（町の駅）」「センコー
スクールファーム（山の駅）
」町内５つの駅 10 ヶ所
◎はわい温泉・東郷温泉の各旅館で利用できる 10,000 円分の金券です。
で利用できる
20％プレミア付きのお得な商品券を、
宿泊及び、食事料金の割引、売店でお土産の購入などにも使えます。
好評につき増刷販売中です。年始のお買物も、これ
本券の期限内にご利用下さい。（期限を過ぎたものは無効です）
があればかな～りお得！無くなり次第終了ですよ。
◎本券の金額より少ないお買物の場合、おつりは出ませんのでご注意下さい。
1 冊 5,000 円 (500 円券 12 枚綴り 20％プレミアム）
[使用期間］平成 28 年 1 月 31 日（日）
（ゆりはまを愛すプロジェクトより）
【問合】ゆりはま５つの駅まつり実行委員会
A 賞
ゆりはまアイス５種★詰め合わせセット ３名様
（役場産業振興課内）（0858）35-5382
湯梨浜の素材や特産物などを使ったオリジナルのアイスクリーム詰合せ
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
です。５種のアイスセットはこちらにお任せ下さい。
＊
全１４種類は、いちご、メロンシャーベット 3 種、
梨、梅、キウイなどのフルーツ系の他に、トマト、
バジルソースなどのイタリアンなアイス、昆布出汁、
生姜醤油、しじみの味噌汁などの「和」テイストなアイス、大人味の酒粕
利用期間中、はわい温泉・東郷温泉旅館組合に加盟し
も加わったバラエティに富んだ味をお楽しみいただけます。
ている施設で「同窓会」「同級会」を開催すると、参
（はわい温泉・東郷温泉旅館組合より）

B

賞

湯めぐり手帳(入浴券 6 枚入)

２名様

はわい温泉・東郷温泉の参加旅館で利用できる入浴券です。
各旅館が表示している枚数をご提示ください。
※発行日より６ヶ月間有効です(賞品発送日から６ヶ月間有効)

C

賞

加者全員に 2,000 円/人の商品券をプレゼントしま
す。な、なんと同窓会・同級会開催当日の会費として
も使えます。

[利用期間]2015 年 12 月 1 日（火）
～2016 年 3 月 21 日（月）
[利用場所]はわい温泉・東郷温泉旅館組合
に加盟の施設で使用可能（下記施設をご覧ください）
[利用内容]宿泊代および飲食代、土産代、館内サービ
ス料など
★１グループ 20 名以上、1 人あたり 5,000 円(税込)
（㈱メルヘン&湯梨浜町観光協会より）
以上のプランでご利用下さい。
美肌セット（はわい温泉ミスト&入浴剤） ２名様
★助成人数には限りがございます。必要書類を揃え
お肌を柔らかくし、ハリ・潤い・滑らかさを与える硫酸イ て、各施設（お宿）へお申込下さい。各旅館へお申し
オン・メタケイ酸・カルシウムイオンという温泉の簿肌成 込みの際、同窓会・同級会の開催案内通知の写し等の
分が豊富なはわい温泉の温泉水１００％でつくったミスト 書類が必要となります。
化粧水です。お化粧直しにも最適！バッグの中に 1 本♥
はわい温泉・東郷温泉の入浴剤とセットで使ってみてね♪
（湯梨浜町観光協会より）

アロハ賞

パワーサンド｢砂のアロハモニュメント｣

５名様

町制施行１０周年を記念して昨年 6 月 11 日～８月 31 日ま
で開催されたイベント「日本のハワイ アロハカーニバル
2015」で、特別に制作された「砂のアロハモニュメント」
不思議な力を与えてくれるかも♥
※カラーはおまかせください。

【問合】はわい温泉・東郷温泉旅館組合
（0858）35－4052

