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湯梨浜町観光協会

会員募集中！！

日本のハワイ アロハカーニバル 2016 開幕！！
■ゆりはまがアツく染まる「日本のハワイ アロハカーニバル 2016」がついに開幕しました。
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）では、こ
の期間限定のオリジナル料理「アロハ丼」
「アロハバーガー」
「アロハスイーツ」が楽しめます。
美味しかった！だけでは終わらない♪アロハカーニバルガイドマップの提供店各店の上に、スタンプを押して
もらい、集めたスタンプに応じて素敵なプレゼントがもらえます。東郷湖では山陰初のレイクチューバー体験
もできる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限定企画も目白押しです。詳しくは下記、実行委員会までお問い合わせ下さい。

[イベント期間]７月１日（金）～８月２１日（日）

★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！
ガイドマップの店名の上にスタンプを押して
もらい、スタンプの数に応じて「ゆりはまアイ
ス」や「東郷湖産シジミ」をもらっちゃおう♪
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よ。
★東郷湖レイクアクティブプラン★
７月１７日（日）・８月１日（日）
Café ippo・カヌー協会との合同企画と
して、山陰初★東郷湖でレイクチューバ
レイクチューバー・
ー体験（通常は日曜日のみ営業）を開始。
カヌー・SUP 体験
カヌー（通常は日曜日のみ営業、予約で
通常の ALL 半額 DAY
平日も可能）や SUP（スタンドアップパ
ドル）
（通常は日曜日のみ営業）もできます。 場所：東郷湖ハワイ夢広場前（café ippo）
★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。※応募箱は各旅館に設置されています。
★ハワイペア旅行券（20 万円相当）1 組★日本のハワイはわい温泉･東郷温泉ペア宿泊券 2 組
★ハワイ・アロハグッズ 20 名
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
[アロハ丼提供店]
cafe 楽、ぱにーに湯梨浜店、café
ippo、アロハカフェ (道の駅はわ
い) 、キッチンカフェ ルアウ、
café Achelino、レストラン吉華、
勝隆店(倉吉市)、松園、河本魚店、
笑酒 繁じょう

[アロハバーガー提供店]
cafe 楽、レストラン吉華、アロハ
カフェ(道の駅はわい)、
[アロハスイーツ提供店]
cafe 楽、café ippo、民宿 海晴館、
café Achelino、レストラン吉華、
菓子工房シェルブール

[コナコーヒー提供店]
国民宿舎水明荘、アロハカフェ(道の駅はわい)、
キッチンカフェルアウ、レストラン吉華、
CROWD SURF
[TOGO HAWAIIofJAPAN(お酒)提供店]
福羅酒造、国民宿舎水明荘、老龍頭(燕趙園の土産
店)、民宿 海晴館、レストラン吉華、

オープニングイベント「メレフラパーティ」
■７月１日から始まったアロハカーニバルのオープニングイベントとして、７月２日（土）はわい温泉望湖楼にて、メレフラパ
ーティが開催され、121 人の参加者はハワイ風に仕立てられたお料理やドリンクで、日本のハワイの夜を楽しみました。
メレフラタイムで素晴らしい演奏をしてくださったのは、岡山を拠点に湯梨浜･高松･神戸･広島と各地のハワイアンイベントに
出演され、結成 10 年目を迎えるハワイアンバンド「ヒナ･ファミリー」の皆さん。数百曲のレパートリーの中からチョイスされ
た曲をバック演奏に、自由に踊る参加者の皆さん♪パーティも終盤に差し掛かったところで“サプライズゲスト”としてアメリカ
合衆国ハワイ郡よりハワイ島のクムフラ（フラダンスの巨匠）タウポーウリ･タンガローさんをはじめとするアーティストの皆
さんが登場すると、会場のボルテージは急上昇！本場ハワイのダ
ンスに酔いしれました。エンディングは、ハワイに生まれ育ちそ
の地に感謝するという歌詞のハワイの賛美歌「ハワイ・アロハ」
の曲と共に、参加者やスタッフ全員で手と手を取り、気持ちを一
つに輪を作りました。メレフラパーティのラストは、アロハカー
ニバル副実行委員長の“ありがとう”を意味する｢マハロ｣の言葉で
締めくくられ、イベントの成功を誓いました。

ハワイトライアスロン in 湯梨浜
今大会で FINAL

感動をありがとう

■2009 年から 8 回開催された「ハワイトライアスロン in 湯梨浜大会」が 6 月 19 日（日）
、
8 回目となる今年でついに FINAL を迎えました。湯梨浜町南谷のハワイ夢広場を発着点に
東郷湖周辺で行われ、県内外から約 400 人の鉄人たちが集結し、自らの限界に挑戦しまし
た。大会は、個人一般･ジュニア（中高生）
、3 人 1 組のリレーで、ジュニアを皮切りに勢い
良く東郷湖をスイム！続くバイク、最後はランで競い、選手たちは沿道からの力強い声援に
応えてくれました。FINAL 大会に携わった 470 人のスタッフ･ボランティアも選手や応援
してくださる皆さまと気持ちを一つに、全ての皆さまが安全に、選手の皆さんの持てる力を
十分に発揮できるよう配慮しながら運営にあたりました。
これまでの 8 回の大会に出場した選手は延べ 2,600 人。湯梨浜大会は一区切りしたため最
後となりましたが、選手の皆さまはまたどこかの大会に参加され、走り続けることでしょ
う。アスリート同士、ボランティア同士、地域での繋がり、スポーツを通じて大きな輪がで
きたことは私たちにとって宝物です。たくさんの感動を本当にありがとうございました。

第６回

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」６月 25 日（土）･26 日（日）の
2 日間、倉吉市の大御堂廃寺跡をメイン会場に、第６回中部発！食のみや
こフェスティバルが開催されました。前日までは雨模様でお天気も心配さ
れましたが、両日とも晴れ
特に日曜日は気温も上昇し梅雨の晴れ間の
リフレッシュや、鳥取県中部を中心としたグルメを求めてたくさんのお客
様で賑わいました。お昼近くになると人出はピークに達し、振る舞いコー
ナー（あごつみれ汁:両日・鳥取牛熟成骨付きもも肉丸焼き:25 日）や人気
店舗には長蛇の列が出来ていました。ステージでは、ダンスや太鼓、舞踊
やヒーローショー、バルーンアート&マジック、お笑いステージなどが繰
り広
げられ、子どもから大人ま
で楽しめる内容となってい

この夏 東郷湖がもっと身近に！
■東郷湖で楽しめる夏のレイクア
クティビティ！レイクチューバー
の登場です。チューブの中に入って
走って転んで大暴走！大人もこど
もも楽しめますよ。親子、恋人同士、ご夫
婦、お友達と(*´艸`*)どんな人でもチュ
ーバーの中では笑顔にしかならないから
不思議♪え？まだ体験してないの？
日曜日は東 GO 湖へ GOGO！！

レイクチューバー
カヌー・SUP

★チューブの中に入るときは、時計、アクセサ
レイクチューバー リー類、ベルトなど先のとがったものは持ち
込めませんのでご注意下さい。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
＊＊＊＊＊＊
[体験時間]10 分 大人 700 円/小学生以下
500 円/親子セット
1,000 円

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

カヌー体験
湯梨浜の自然と触れ合い、スイスイと水面を
すすむ心地よさ！風も気持ちいい♪
[体験時間]1 時間
大人 1,000 円/小学生以下 800 円

SUP 体験
もっとも東郷湖を身近に感じられる SUP！
湖中の魚がパシャン！歓迎のサプライズも。
[体験時間]30 分
大人 1,000 円/小学生以下 800 円
[問合]café ippo

東郷湖レイクアクティブの

(0858)35-6161 通常営業/毎週日曜日 10:00～16:00

ました。湯梨浜町からは 11 店舗が出店し、
「食」を
通じて湯梨浜町の PR もしてきましたよ。
地元のお客様はもちろんのこと、県外からのお客様
も多く、初めて食する中部の「うまいもん」に賞賛
の声も聞こえてきました。

はわい温泉･東郷温泉旅館組合
ホタルバス終了
■今年も 6 月 11 日（土）
～26 日（日）まで、はわい
温泉･東郷温泉旅館組合主
催「ホタルバス」が運行され
ました。
このバスは、はわい温泉･東郷温泉に宿泊されたお
客様だけの大好評企画で、運行前にはホタル鑑賞地
区の皆さまのご協力で草刈等が行われました。
梅雨時期の企画ということもあり 16 日間のうち 3
日間は雨のため中止となりましたが、約 400 人の
お客様が幻想的な光に酔いしれました。
バスを利用されたお客様からは「テレビや本でしか
見たことがなかったホタルでしたが、間近で見られ
て本当に感動しました」「素朴な田舎の良さに癒さ
れました。来年もまたこの時期に来たいです」
「20 年ぶりにホタルを観賞しました。
懐かしく涙が出そうになりました」など大変嬉しい
ご感想をいただいております。ホタルは環境保護の
一つのバロメーター。この光を絶や
さないためにも一人一人が川や地区
の環境を考え、守る活動をしていく
ことが大切ですね。

今が旬だよ♪
土用しじみ！！
■湯梨浜町にある「東郷湖」は、日本海から橋津川によって海水が流入する汽水湖。
江戸の頃より湖底からは湯量豊富な温泉が湧き、地元の方からも愛されてきました。また、
植物プランクトンも豊富で特産でもある“やまとしじみ”の大きさは通常の３倍！！古くから
「しじみ漁」が盛んでした。
しかし、2002 年には乱獲や密漁などにより漁獲量は最盛期の 20 分の 1 まで減少。
そこで東郷湖漁業協同組合は、関係機関の協力のもと、しじみ資源復活のために漁獲量の制
限や水門操作、しじみ産卵に適した塩分濃度に調整するなど稚貝発生を促進させるための取
り組み等を行い、5 年の歳月をかけ東郷湖のしじみを復活させたのです。
しじみの旬は、産卵前である夏時期（7 月～8 月身が大きくてふっくらしている）の「土用しじみ」と、冷たい水の中で育つ（1
月～2 月旨みがギュッ！と凝縮されコクのある）「寒しじみ）と言われていますが、美味しいだけでなく驚くべきパワーが秘め
られているのです。
旨みの元となるアミノ酸や肝機能を高めるビタミン B12、鉄、カルシウムなど私たちに欠かすことの出来ない栄養素が豊富に含
まれており、なかでも注目したいのが「オルニチン」
。これは、たんぱく質を構成するアミノ酸の一種ですが、肝臓の働きを助け
疲労回復、美肌、成長ホルモンを促進する効果もあるのだとか♪
生鮮しじみはプリッとした食感があり、生特有の風味が楽しめますし、冷凍すると旨み成分であるコハク酸やオルニチンが 8 倍
にまで UP！しかも解凍することなく手軽に調理でき、美味しくて栄養満点♪是非とも積極的にいただきたい食品ですね。
東郷湖のしじみ漁師さんは約 60 人。休漁日である火曜日と土曜日以外の 7:00～10:00 まで、鋤簾（じょれん）という漁具を
湖底に沈めしじみを捕るのですが、これがまた重労働。鋤簾の大きいものは 40kg もあるそうです。1 回の漁獲量制限の他、資
源管理を行うための設定･規則などしじみ資源を保護し、永続的なしじみ収穫に向けての努力をされています。

湯梨浜町民
50 人に
聞きました！

あなたは、しじみ汁の身を食べますか？

★町の特産であるしじみを使った定番料
理「しじみ汁」。県外の人は「身は食べない」という人も多い
ようですが、地元湯梨浜町の人はどうなのでしょうか。はわい
温泉･東郷温泉観光案内所に来所された方、ウォーキング中、
お仕事帰り、出勤途中の方など 50 人にいきなり声を掛けさせ
ていただきました。気になる結果は・・・⇒コチラ

食べる 4７人

食べない

３人

東郷湖産のシジミは食べ応えのある大きさである、食感も
楽しめる、身も美味しいから。など圧倒的に「食べる」と
答えられた人が多かったです。注目される栄養素も、身ま
で食べてこそ摂取できるもの。地元愛いっぱいのお答えと
おススメのお料理なども教えていただきましたよ。

新鮮なうちに砂出しをします ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
＊

①しじみ同士をこ
すり合わせ流水で
よく洗います。
※外側の汚れを落
としましょう。
間違っても洗剤で
洗わないでね。

②しじみが重ならないように並べ、水 ③暗い環境のほうが砂を良く吐きま
1ℓに対して塩 10ｇの塩水を作り、し すし、周囲に勢い良く水を吐くので新
じみの頭が少し出る程度に入れます。 聞紙をかけておきましょう。
※しじみは体内の浸透圧を塩水と同じ浸透圧にするためグリコーゲンを分解し
コハク酸などを合成するため真水での砂だしに比べ旨み成分は２～３倍に！
重なると上のしじみが吐いた砂を下のしじみが吸ってしまいますので重ならな
いようにしましょう。また水が多いと窒息死してしまうこともあるのです。

◆ここで東郷湖産しじみが購入できます◆自家用にもお土産にも！
[河本魚店]生・冷凍 湯梨浜町旭 102 TEL(0858)32-0236
[(有)まつもと]生・冷凍 湯梨浜町はわい温泉 4-49 TEL(0858)35-3636
[ゆアシス東郷龍鳳閣]冷凍 湯梨浜町引地 560-7 TEL(0858)32-0227
[津村釣具店]生(前日までの予約)湯梨浜町松崎 355-12 TEL(0858)32-0227
[ハワイ夢マート] 生･冷凍 湯梨浜町久留 26-1 TEL(0858)35-3535
道の駅園趙園:湯梨浜町引地 565-1
9:00～17:00 (0858)32-2184

④水分をふき取って冷凍します。1 ヶ月
～2 ヶ月保存 OK。調理するときは解凍せ
ず冷凍のまま使用して下さい。
夏は３時間、冬のしじみは
底深くもぐっているので
4～5 時間砂抜きしてね。

◆ここで東郷湖産しじみ汁が食べられます◆
[アロハカフェ](道の駅はわい内)
湯梨浜町宇野 2343 TEL050-7123-7654
営業時間 9:00～18:00
[笑酒 繁じょう]湯梨浜町はわい温泉 5-4
TEL(0858)35-5164 営業時間 17:00～22:30 火曜休

湖泉閣 養生館:湯梨浜町引地 144
(0858)32-0111
手作りのしじみストラップ
仲居さんの手作り！
しじみストラップ
ゆりはまアイス
しじみのみそ汁
★取扱いのない
販売店もあります。
河本魚店：湯梨浜町旭
102
手作りの可愛い民芸品
(0858)32-0236
山本みやげ店：湯梨浜町はわい温泉 6-10
9:00～21:00 水曜休 (0858)35-4141

ゆりはま夏まつり情報
綱引き大会

7 月 16 日（土）

出場者も応援団も気合十分！熱気に包まれた会場へ
ぜひお出かけ下さい。
[開会式]17:30～ [試合開始]開会式終了後開始 雨天決行
[競技方法]1 試合 3 本勝負 トーナメント方式
[会場]JA 鳥取中央東郷梨選果（湯梨浜町中興寺 343）

水郷祭

7 月 17 日（日）

県指定の無形民俗文化財「東郷浪人おどり」や灯ろう流しなど地
域の伝統行事が行われます。山陰有数の美しさといわれる湖上大
花火が最後を飾ります。
[日程] ※会場付近一部交通規制があります。
17:30 東郷中学校ブラスバンド 東郷中学校「翔龍隊」龍おどり
19:00 浪人踊り（浪人踊り保存会、東郷小学校児童他）
19:30 神輿渡御
19:50 灯ろう流し
20:30 湖上大花火大会 宮脇正道町長のカウントダウンでスタート!
[会場]東郷湖畔公園 湯梨浜町旭（国民宿舎水明荘横）

とまり夏まつり 7 月 23 日（土）
午前中は榊、神輿が泊地区を練り歩き、夕方から夜にかけては泊
小学校鼓笛隊パレードやステージショーを開催。港で打ちあがる
花火がゆりはま夏まつりを締めくくります。
[日程] ※会場入り口交通規制があります。
（22:00 解除）
8:45 榊･神輿（泊地内）
17:30 泊小学校鼓笛隊パレード（泊地内）
18:10 セレモニー
18:20 ステージショー（Black Bitter Chocolate、D-cube、
海響太鼓、谷本耕治）
20:40 海上大花火大会
[会場]泊地内・泊新港 湯梨浜町泊

湯梨浜夏まつり写真コンテスト作品募集
綱引き大会、水郷祭、とまり夏まつりのイベントや花火などを
撮影したカラー写真で、未発表または発表予定のない作品をご
応募ください。
[応募期限]8 月 25 日（木）※当日消印有効
[申込み・問合わせ]湯梨浜町役場企画課（0858）35-5311
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谷本耕治★NHK「ひるまえ直送便」出演！
7 月 5 日（火）湯梨浜町 PR 大使の谷本耕治
さんが NHK ひるまえ直送便に出演され、自
身２枚目のシングルとなる「渚にて」
（２/１
発売）を披露され、ノルディックウォ
ークやこの時期限定の海・食・イベン
ト等湯梨浜町の魅力を発信して下さい
ました。放送終了後は、観光案内所に
ウォーキングの問い合わせが数件あり
ましたよ♪皆さまのお越しをお待ちい
たしております。

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～
7/16（土）BSS 山陰放送ラジオ「土曜亭特盛ぶんしょう DON」昼 DON
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）

湯「わくわく鉄道ランド in はわい」
鉄道好きあつまれ！キッズコーナーや休憩スペースもご
用意。家族みんなで楽しめるイベントです。

[開催]７月 16 日（土）～８月 28 日（日）
[時間]10:00～18:00
※最終入場 17:30
[料金] 大人(中学生以上) 600 円
小人(小学生)300 円 幼児無料
★はわい温泉･東郷温泉にご宿泊のお客様は大人
200 円･小人 100 円でご入場できます。
[会場]はわい温泉 千年亭６F 大広間
[問合]鉄道ランドに関するお問い合わせ
はわい温泉千年亭(0858)35-3731
はわい温泉･東郷温泉 宿泊に関するお問い合わせ
はわい温泉･東郷温泉旅館組合(0858)35-4052
湯「夏休みふれあい動物園」
鳥取県に動物園がやってくる！見て、触って、楽しもう。

[開催]７月 30 日（土）～８月 2１日（日）
[時間]9:00～17:00 ※最終入場 16:30
[料金] 一般(高校生以上) 900 円(前売り 700 円)
小･中学生 600 円(前売り 500 円)
3 歳～小学生未満 400 円(前売りナシ)
★入場料には中国庭園燕趙園の入園料が含まれて
います。20 名以上は前売り料金(団体料金)です。
★ふれあい広場★ヒヨコ、モルモット、ヤギと触れ
合って遊ぶことが出来ます。1 組 500 円
★ふれあい写真館★ハリスホーク、
ヒツジ、ハリネズミと一緒に写真
撮影が出来ます。
★猿回し★飛んだり跳ねたり回ったり！お猿さん
の芸を楽しみましょう。7/31、8/5、8/7、8/20
★えさやり体験★ヒヨコに直接えさをあげられます。
1 回 100 円 10:00～/15:30～

各回 30 分程度

[会場]中国庭園燕趙園 湯梨浜町引地 565-1
[問合]日本海新聞中部本社事業課
（0858）26-8340
湯「サマーわくわくフラダンスショー」
日本のハワイで ALOHA～♪地元湯梨浜のフラダンスチ
ームのステージをお楽しみ下さい。

[開催]７月 23 日(土)、24 日(日)、30 日(土)、
31 日(日)、8 月 6 日(土)
7 日（日）※雨天中止
[時間]20:15～20:30 無料
[問合] はわい温泉･東郷温泉旅館組合
(0858)35-4052
★広場ではふわっふわ氷の“かき氷”を 100 円で販売します。

湯「観蓮会」
早朝の清々しい空気の中で咲いたばかりの蓮の花を観賞
できます。

[開催]７月 16 日(土)、17 日(日)、18 日(月)、
[時間]６:30～10:00
[料金]大人 500 円 小･中学生 200 円
[問合]中国庭園燕趙園 (0858)32-2180

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
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）
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
みんなで谷本耕治さんを応援しよう！！
でお問い合わせ下さい。
(問合)プロミネンス・ハーツプロダクション http://p-h-p.jimdo.com/ 年会費 2,000 円 （0858）35-4052

