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湯梨浜町観光協会

会員募集中！！

ゆりはまを愛すプロジェクト

結成 5 周年記念

ゆりはまアイス新作発表会

■平成 24 年、愛す（アイス）をキーワードに湯梨浜の魅力を発信するべく結成された
「ゆりはまを愛すプロジェクト」は、地元食材･素材を使用したご当地アイスの開発･販
売をし “すべての愛を深める町 湯梨浜”として PR を行ってきました。
当初７種類でスタートしたアイスクリームは、平成 26 年のリニューアルで 14 種類と
倍増。イベント出店回数も増やした昨年は、過去最高の売り上げを記録しました。
また、プロジェクトメンバーによる毎月のアイス会議では、売上げ報告や在庫確認など
情報を共有しながらイベント出店や運営について協議しています。そんな中、昨年秋よ
り新作アイスの案が持ち上がり、試行錯誤を繰り返しながら、ついに 5 種類の新作アイ
スが完成しました。今後も皆さまにご愛顧いただきたく、5 月 17 日（火）結成 5 周年を
記念して、ゆりはまアイス新作発表会を開催しました。
ハワイアロハホールで開催された発表会には、町内外の関連団体や販売店、鳥取短期大学の学生さん達も含めた 26 人が参加さ
れ、生産者ごとに設置されたアイスクリームブースにて、アイスの特徴や生産エピソードなどの会話も楽しみながら、新作を含
めた全 19 種類のゆりはまアイスを試食していただきました。
試食のあとは、特別ゲスト 湯梨浜町出身のシンガーソングライター講演師 石川達之さんのトー
ク＆ライブ♪この日のために、石川さんの作品の中でも人気の”疑問シリーズ”から、”疑問 ゆり
はまアイス・ゾンビ編”が初披露されました。歌詞に出てくるアイスの特徴や、軽快で何とも言え
ない語り口調での日常会話に、会場からの笑い声♪ウンウン、わかる～！と、うなづきながらの
拍手。笑いの中にも感動がある石川さんのステージの最後は、
「梨のうた」というふるさとを想っ
て歌われたしっとりとした曲。参加者の中には、
「歌を聴きながら母の日に何も贈っていなかっ
たのを思い出し、ゆりはまアイスを贈ることにします」という嬉しいお声もいただきました。
会の終わりには、参加者の皆
じげの人だぁで！
石川達之さん
様へアイス生産者からお土産
(シンガーソングライター講演師)
が当たる抽選会も行われ、大
人権・心の健康・子育てなどを
いに盛り上がりました。
テーマに、笑いと涙で元気になれ
今後もゆりはまを愛すプロジ
る講演を行っておられます。
ェクト一丸となって町を盛り
詳しくは↓コチラ
http://tatsusan.com/
上げていきたいと思います。

新作アイスはコレ！

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

《ゆず はっさくシャーベット》
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。2 種それぞれの味を楽しめるハー
フハーフでどうぞ♪河本魚店(0858)32-0236
《いちごやさんの さつまいもアイス》
濃厚な甘み豊かな紅はるかを使用し
たお芋のアイス。あんこのトッピン
グがたまらない和スイーツです。
小林農園(0858)34-2064

《ピオーネのシャーベット★ワインソースがけ★》
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。後味もすっきり！濃厚なワインソー
スとの相性はバツグンです。
塚本ファーム(0858)35-4052(湯梨浜町観光協会)
《甘酒 抹茶風味》
《甘酒 ほうじ茶風味》
米麹 100%の甘酒から作った味わい豊かなアイス
です。コウジ酸たっぷり！美容効果にも優れた逸
品を抹茶風味とほうじ茶風味でどうぞ。
福羅酒造(0858)32-2121

TSK みんなのニュース・TCC・日本海新聞でも紹介されました

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

■新作発表会翌日には、生産者のもとへアイスの
原材料となる食材の生産風景の取材を受け、TSK
（山陰中央テレビ）みんなのニュースで放送さ
れました。今後も新商品の開発を続け、鳥取
県内のアイスクリームを集めた「アイスサミ
ット」の実現を目指していきます。
[問合わせ]ゆりはまを愛すプロジェクト（湯梨浜町観光協会） 日本海新聞記事
TEL(0858)35－4052 FAX (0858)35－4701
＆デジタルニュース
http://www.nnn.co.jp/news/160519/20160519062.html

第 20 回中華コスプレ大会
■5 月 21 日（土）･22 日（日）の２日間、中華系のアニメ
や漫画、ゲームのキャラクターのコスプレを楽しむ「第 20
回中華コスプレ大会」が開催されました。参加された 76 人
のコスプレイヤーのなかでも一番人気だったのは「三國無
双シリーズ」。三國無双は、1997 年光栄(ゲームソフト会
社:現在は㈱コーエーテクモホールディングス)から発売さ
れた PlayStation 用ゲームで、中国の時代小説（歴史小説）
「三国志演義」を題材とした対戦格闘ゲームです。会場と
なったコスプレの聖地、中国庭園燕趙園には中華屋台の出
店などもあり、コスプレ参加者や一般のお客様で大変賑わ
いました。また、イベントホールでは参加者同士の交流を
深める夜間撮影会も行われ、昼間とはまた違うしっとりと
したチャイナワールドの雰
囲気を楽しまれました。
今大会“初イベント”となっ
た湯梨浜町マスコットキャ
ラクターゆりりんのコスプ
レコンテストも行われ、キ
ャラクター以上のクオリテ
ィーの高さに驚きの声
が上がっていました。

湯梨浜町観光ガイドの会

湯梨浜町観光協会
着地型観光プラン

伯耆国一ノ宮 倭文神社参拝ツアー

■関東方面より“鳥取県 4 日間”の観光ツアーで来られたお客様
が、2 日目の 6 月 6 日（月）湯梨浜町宮内の「伯耆国一ノ宮倭文
神社」をご参拝くださいました。このツアーの特徴は地元ガイド
による案内と、神社オリジナルのお守り「かほり袋」です。
この日のガイド役には湯梨浜町観光ガイドの会 会長の田渕喜之
さん。ゆりりんのついたガイドの会ユニフォームにマイクを持ち、
神社の歴史や地元ならではのエピソード交えながら心を込めてご
案内。社務所では、かほり袋の願い札(複写)に思い思いの願いを書
き、一枚は拝殿の奉納箱へ、もう一枚は神社のスタンプを押して
折りたたみ、和紙に包んで”かほり”と共に袋へしまいます。
この皆さまの“願い”は、毎月 1 日の月次祭(つきなみさい)にて宮
司さんによりお焚き上げを受けるのです。下照姫が持つ内なる美
しさと強さを”かほり”として込めた
「かほり袋」と共に神社へご参拝下さい。

[問合]湯梨浜町観光ガイドの会（0858）35-4052

■湯梨浜町の３団体（中国庭園燕趙園・ゆアシス東郷龍鳳閣・三八市
実行委員会）が企画した伯耆国一ノ宮参拝＆鬼ヶ島ウォーキングが
5 月 29 日（日）に開催され、99 名の参加者は各ポイントでおもて
なしを受けながら、中国庭園燕趙園→松崎駅周辺→伯耆の国一ノ宮
コース 約１０ｋｍを完歩されました。
近年の健康意識の向上などにより、ウォーキング人口は増加傾向に
あり、個人で歩くことはもちろん、地域の特徴を生かした“おもてな
毎年
しウォークイベント”の人気はますます高まっているようです。
9:45 分から始まった開会式では、コースの案内説明のあと龍鳳閣の
体操のお兄さんをリーダーにストレッチで体をほぐし、銅鑼の音を

三八市（さんぱちいち）周辺を散策。地元松崎の仕出し
料理店「会席 佐藤」さんの特製 鬼むすび弁当に舌鼓♪

合図にスタート！折り返し地点の倭文神社では、参拝と冷た～いプリンスメロンで小休止♪
昭和レトロな雰囲気漂う松崎駅周辺で開催された「春なのに三八市」では、地元の方と会話
も楽しく、人の温かさに触れることもできましたよ。
ゴールの後は、参加特典でもあるゆアシス東郷龍鳳閣のお風呂で疲れた体を癒したり、中国
庭園燕趙園の雑技ショーを観覧、道の駅燕趙園などでお買い物を楽しまれました。
今後も、歩くことにプラスした楽しさ満載のウォーキングイベントが見逃せません。
[ゆアシス東郷龍鳳閣]（0858）32-2622 ※

■６月４日（土）
、５日（日）の２日間、湯梨浜の癒しのイベント、毎年恒例となった“花と緑の
フェア”があやめ池公園（湯梨浜町藤津）で開催されました。園内には手入れのされた３万株の
ハナショウブやアヤメ、園内の池では白、ピンク、黄色のスイレンが見頃を迎えています。
フェアには、鳥取県花菖蒲協会によるハナショウブ展示即売･相談コーナーや、楽しくクイズを
解きながら会場を一周りすると、花苗プレゼントが嬉しいクイズラリー。お子様も楽しめるゲー
ム広場や工作体験コーナー、美しい花たちを眺めながらベンチでお食事できる地元の出店もあり
多くのお客様で賑わいました。「いずれあやめかかきつばた」という言葉がありますが、これは
アヤメもカキツバタも同科の花でよく似ており、どちらも美しく優劣をつけがたいという意味。
※見分けが付けにくいという意味でもある。「あやめ」を漢字で書くと、
「菖蒲」となり、しょうぶ？！
あやめ？どっちなの？カキツバタは？と疑問に思われた方も多いのではないでしょうか。
現在では、ハナショウブやカキツバタを総称して「アヤメ」と呼ぶ習慣が一般的に広まりつつあ
りますが、開花時期も異なり、それぞれの特徴をもった別の植物なのです。
アヤメ→アヤメ科アヤメ属 色:紫･まれに白 葉:細長い 花:中心が網目模様
カキツバタ→アヤメ科アヤメ属 色:青紫、紫色、白、絞り 葉:筋がなくて幅が広い 花:中心が白い
ハナショウブ→アヤメ科アヤメ属 色：紅紫、紫、絞、覆輪 葉:白い筋がある 花:中心が黄色い

アヤメ

カキツバタ ハナショウブ

花の種類と名前を
確かめながら観賞すると
より一層楽しめますよ♪

★ハナショウブは 6 月下旬頃まで、スイレンは 9 月頃まで観賞できます。 8 月下旬～
９月上旬までは、タマノカンザシの姿を見ることが出来ますよ。四季折々に魅せる”湯梨
浜の癒しスポット“へ出掛けてみませんか。

日本のハワイ アロハカーニバル 2016

７月１日（金）
～８月２１日（日）

■今年で 3 回目！！湯梨浜がアツく染まる「日本のハワイ アロハカーニバル 2016」開幕まで 2 週間余り
となりました。カーニバル期間中、湯梨浜町内アロハ商品提供店舗（倉吉市内にある湯梨浜町商工会員店舗を含
む）では、オリジナルの「アロハ丼」
「アロハバーガー」
「アロハスイーツ」
「コナコーヒー」
「アロハカップ（お
酒）
」などを味わうことが出来るほか、東郷湖では山陰初！！レイクチューバー体験もできちゃうアクティブな夏
イベントです。また、はわい温泉･東郷温泉にご宿泊のお客様を対象に、抽選でハワイ（アメリカ）旅行他豪華景品が当たるアロ
ハカーニバル限定企画が目白押しです。詳しくは下記までお問い合わせ下さい。
★アロハ商品スタンプラリー★
(倉吉市内の湯梨浜町商工会員店舗含）
飲食店によるアロハ丼・アロハバー
ガー・アロハスイーツを食べてスタン
プラリー！スタンプの数によって「ゆり
はまアイス」や「東郷湖産シジミ」をプレゼント♪各店舗
の趣向を凝らしたこの時期にしか食べられないオリジナル
のメニューをぜひご賞味ください。アロハカップ（お酒）
やコナコーヒーが楽しめる店舗もあります。
★東郷湖レイクアクティブプラン★
Café ippo・カヌー協会との合同企画として、東郷湖でレ
イクチューバー体験やテラスヨガ教室
を開催します。カヌーや SUP（スタン
ドアップパドル）もできて、カーニバ
ル期間は通常利用料金の半額で体験で
きます。

★オープニング＆フィナーレ企画★
ハワイアンフェスティバルはわい in ゆりはま初日に合わせたメ
レフラ（kani ka pila カニカピラ）を企画。ハワイアンバンドの
生演奏とフラダンスとのコラボ♪入場料 1,000 円 チケットの
お求めは観光協会へ。★ハワイアン
アーティストとの楽しいひと時を
お過ごし下さい。
★はわい温泉･東郷温泉にご宿泊のお客様限定★
日本のハワイに泊まって hawaii に行こう！！
カーニバル期間中、対象旅館･ホテルに宿泊し、
「宿泊証明印」を
押した応募用紙で応募すると、抽選でハワイペア旅行券をはじめ
とする豪華なアロハ賞品が当たります。
ハワイペア旅行券（20 万円相当）
日本のハワイ はわい温泉･東郷温泉ペア宿泊券
ハワイ・アロハグッズ
町内飲食店舗利用でのプレゼントもあるよ♪
[問合]アロハカーニバル実行委員会

（0858）35-4052
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平成 28 年 湯梨浜の海水浴情報
ハワイ海水浴場

特

徴

うの海水浴場

はわい温泉から車で５分。 地元の方々で運営されて
遠浅で白い砂浜、青い海が おり、雰囲気はプライベー
自慢のハワイビーチです♪ トビーチ♪静かで落ち着
いた美しい遠浅の海水浴
場です。

石脇海水浴場
「快水浴場百選」や「日本の
水浴場８８選」にも選ばれ
た弓形の海岸線が美しい
「鳴り砂」のビーチです。

開設期間

７月 14 日（木）
～８月 21 日（日）

7 月 10 日（日）～８月 16 日（火）

７月８日（金）
～８月 31 日（水）

監視時間

９:00～16:00

9:00～16:30

8:30～16:30

駐車料金

1,000 円/日

1,000 円/日

1,000 円/日

駐車台数

100 台

50 台

300 台

休 憩 所

２棟

１棟

１棟

休 憩 料

600 円（大人）
300 円（小学生）

無料

500 円
（小学生以上）

海開き７月 9 日（土）

(民宿 海晴館)
全４室 20 名まで
一泊二食 7,500 円(税別)
湯梨浜町石脇 970－2
(0858)34-2632 P5 台

はわい温泉・東郷温泉旅館組合

宿泊関係

湯梨浜町はわい温泉 5-22
(0858)35-4052

キャンプ場

東郷湖羽合臨海公園:無料
湯梨浜町観光協会

問合せ

休止中

湯梨浜町はわい温泉 5－22

(0858)35-4052
★東郷湖羽合臨海公園内キャンプ場問合せ★
東郷湖羽合臨海公園あやめ池スポーツセンター

(0858)32-2189

夏のレジャーの定番といえば海水
浴！それぞれの特徴をもったゆり
はまのビーチで Let's have fun!

耳寄り情報
7/16（土）～8/15（月）の期間中に
はわい温泉･東郷温泉のお宿に宿泊
されると、ハワイ海水浴場･うの海
水浴場で使える海水浴場無料駐車
券を１組様につき１枚プレゼント
いたします。温泉＆海水浴で、楽し
い夏の思い出を作ってね♪
※海水浴場１箇所につき、無料券
1 枚をご利用下さい。

1,000 円/張・日
石脇海水浴場(キャンプ場)
090-3374-8857
※エリア内で BBQ をする場合
料金 1,000 円を駐車場係りに
お支払い下さい。（予約不要)

※ハワイ海水浴場、うの海水浴場内でのバーベキューはお断りしております。

[宿泊・無料駐車券問合]
はわい温泉･東郷温泉旅館組合
TEL（0858）35-4052
FAX（0858）35-4701

泊漁港 豪快！磯焼き昼めし

嬉しい
お土産付♪

青い海！空！抜群のロケーションのなか、泊漁港や近郊で水揚げさ
れた旬の魚介類を、豪快に“炭火バーベキュー”でいただく昼食プラ
ン大好評開催中です。地元漁師さんや奥さんとの楽しい会話はお料
理のスパイスに！

[期間]4 月～11 月上旬 [料金]お一人様 2,500 円～
★ご飯・みそ汁・お漬物付。ドリンク類をご希望の場合は予
約時にお問い合わせ下さい。
★食材は季節によって異なります。

倉「第 6 回中部発！食のみやこフェスティバル」
“知りたい！食べたい！中部の全部”地元でとれた旬のフ
ルーツや野菜、お肉に魚★話題の逸品がズラリ勢揃い。

[開催]6 月 25 日（土）9:00～16:00
東日本大震災復興企画：映画「うたごころ」上映
＆楱葉健監督講演会 倉吉未来中心小ホール(有料)
10:00～

なかやまきんに君/ほのまるお笑いショー
10:55～/14:25～ ※２回公演
あごつみれ汁 無料配布 12:00～
★雨天の場合は港の荷捌き所（屋内施設）にてお召し上がり 鳥取牛熟成骨付きもも肉 丸焼き試食 12:00～
Sweet Dream デビューイベント
いただけます。完全予約制です。
※15 名様～予約を受け付けますが、満たない場合もご相談下さい。 13:20～
[開催]6 月 26 日（日）9:00～15:00
干物の販売も [問合･予約]湯梨浜町観光協会
朝花美穂 舞踊ショー 女形 11:05～/男形 12:30～
白兎跳神イナバスターショー 12:45～
あるよ～♪
（0858）35－4052

[時間]11:30～13:00
[場所]湯梨浜町泊漁港岸壁

藤本たからオンステージ

あごつみれ汁 無料配布
鳥取牛熟成骨付きもも肉
[湯梨浜関係ブース]

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
＊
中国の「こどもの日」を児童節（じどうせつ）といい、
お子様の健康を祈って様々なイベントが開催されます。
中国庭園燕趙園でもお子様が楽しめていろいろな体験と学習が出来
るイベントを企画しました。開催日 4 日間は、なんと！小中学生以
下入園料無料です。
★6 月 11 日（土）お兄さんと遊ぼう：鳥取大学児童文化研究所
11 時～/14 時～
★6 月 12 日（日）打吹童子ばやし 11 時～/14 時～
★6 月 18 日（土）人形劇：鳥取大学児童文化研究所
11 時～/14 時～
★6 月 19 日（日）太鼓風雅 11 時～/14 時～
[こども５大特典]
①入園料無料
②コイのえさプレゼント ③バルーンアートプレゼント
④チャイナ服レンタル無料 ⑤もれなくちょっぴりプレゼント

[問合]中国庭園燕趙園（0858）32-2180

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
＊

6/18（土）「安全大会」ゲスト（鳥取市）
6/26（日）イベントゲスト（鳥取市）
7/3（日）「ハワイアンサマーカーニバル」ゲスト 福岡市立南市
民センター（福岡市南区塩原 2 丁目 8-2）
7/4（月）「ハワイアンフェスティバル ハワイ in ゆりはま 町民交流会」
ゲスト ハワイアロハホール（鳥取県東伯郡湯梨浜町はわい長瀬 584）
7/12（火）ミュージックバード ENKA＆KAYO チャンネル 歌の
交差点「松尾和美の歌の探偵団」ゲスト 19:00～
7/17（日）「納涼祭 谷本耕治歌謡ショー」
はわい温泉 羽衣 18:00～
（鳥取県東伯郡湯梨浜町はわい温泉 21-1）

お食事＆入浴 歌謡ショー＆水郷祭湖上花火
お一人様 7,000 円（飲み放題付）
みんなで谷本耕治さんを応援しよう！！
【問合】プロミネンス・ハーツプロダクション
http://p-h-p.jimdo.com/

13:25～

12:00～
丸焼き試食

12:00～

★ゆりはまアイス（ゆりはまを愛すプロジェクト）
★牛骨ラーメン（レストラン吉華）
★マンゴーピン・メイピン・カキ氷各種 飲茶各種
（ゆアシス東郷龍鳳閣）
★美麹（湯梨浜グランマ）
★みそ・梨シロップ（ふれあい施設農産物加工所）
★新鮮野菜の軽トラ市（JA 鳥取中央湯梨浜コーナー）
★せんべい（橋本製菓）
★舞茸･しいたけ･葉物野菜各種・からあげ
（センコースクールファーム鳥取）
★牛丼･和牛串焼き･和牛もも肉の赤ワイン煮込み
（あかまる牛肉店）
★米粉クレープ・米粉どらやき・タピオカドリンク・ス
ムージー（ジャパンクレープ）
中部総合事務所からメイン会場まで 15 分間隔でシャト
ルバスを運行しています。どうぞご利用下さい。
[会場]大御堂廃寺跡（メイン会場）
[問合]中部発！食のみやこフェスティバル事務局
090-9507－0832

《湯梨浜イベント日程》
◆ホタルバス運行 6/11(土)～6/26(日)
◆ハワイトライアスロン in 湯梨浜 THE FINAL
6/18(土)・６/19(日)
◆日本のハワイ アロハカーニバル 2016
7/1(金)～8/21(日)
◆ハワイアンフェスティバル ハワイ in ゆりはま
7/2(土)・7/３(日)
◆ サ マ ー わ く わ く フ ラ ダ ン ス シ ョ ー 7/23( 土 ) ･
7/24(日)・7/30(土)・7/31(日)･8/6(土)・8/7(日)
◆わくわく鉄道ランド in はわい 7/16（土）
～8/28（日）
◆水郷祭※花火 20:30～7/17(日)
◆とまり夏まつり※花火 20:40～7/23(土)
◆中国庭園燕趙園庭園花火※花火 20:00～
８/19(金)8/20(土)
◆見て！さわって、楽しんで♪動物たちがやってき
た！夏休みふれあい動物園 7/30（土）～8/21（日）
◆第 16 回東郷湖ドラゴンカヌー大会 8/21(土)
湯梨浜町観光協会 会員募集中
湯梨浜町観光協会では、協会に加入していただき町の観光事業に
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」郵
送のほか、協会の HP・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い合わせ下さい。
年会費 2,000 円 （0858）35-4052

