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湯梨浜町観光協会

２０１7 年２月１０日発行

会員募集中！！
広々とした
オフィス
リサイクル家具
もオシャレ♪

■首都圏から高齢者らの移住定住を受け入れる「生涯活
躍のまち構想」
（CCRC）の実現に向けて、官民一体となっ
て町の活性化に取り組もうと、平成 28 年 12 月 3 日（土）
地元の企業と共同出資した「湯梨浜まちづくり株式会社」
が設立され、平成 29 年 2 月 2 日（木）には湯梨浜町役場
東郷支所 2 階で開所式が行われました。
社長には湯梨浜町方地の川田建設 川田憲一氏が就任さ
れ、来賓・役員紹介の後、全国公募 76 作品の中から選ば
れた会社プレート・ロゴが発表され約 30 人の参
加者が見守る中、事務所入り口でテープカットが行われました。今後、4 人の地域おこし協
力隊とともにまちづくりに関連する事業の中核を担い、活動をしていきます。
まちづくりに
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

■平成 24 年、愛す(アイス)をキーワードに、町の魅力発信をするため結
成された「ゆりはまを愛すプロジェクト」は、今年で 6 年目を迎えます。
初年度は、ゆりはまアイス販売店舗をスタンプラリーで賞品がもらえる
「ぐるりんピック」、2 年目には町内の保育園や小・中学校の学校給食へ
の提供、4 年目には“全ての愛を深める町ゆりはま“コンセプトにちなんで
「アイス de 愛して ALOHA な恋活」イベント、3 年目と 5 年目には「新
作アイス発表会」など、出店等と平行して毎年イベントも開催しています。
昨年のイベント出店数は 12 回。町の PR と共に売上げ数も年々伸びてお
ります。そしてこの度、あかまる牛肉店ハワイ店が新たに販売店に加わり、
ゆりはまアイス販売店は 23 店舗となりました(๑˃́ꇴ˂̀๑)
お店では、こだわりの国産和牛を味わうことができるのはもちろん、和牛
ベーコンやジャーキーなどの加工品も人気ですよ。お肉に合いそうなワイ
ンや地酒、お醤油、ちょっとした贈り物にも良さそうなお品など、オーナ
ーこだわりの“お取り寄せグルメ”も見逃せません。

new
お 知 ら せ
湯梨浜町の素材や特産
物を使ったオリジナルアイス「ゆりはまアイ
ス」の販売店が新たに加わりました♪

●あかまる牛肉店 ハワイ店●
湯梨浜町田後 1445-1(0858)35-2941
営業時間/精肉販売 11:00~20:00

ランチ 11:00~15:00 ディナー 17:00~21:00

(LO は 30 分前)

月曜日定休

http://akamaru-shop.com/

ゆりはまアイス お食事のあとは、さっぱりとアイスクリームはいかがですか。
お席でのイートインも OK です。 皆でいろんな味を試しちゃおー。（350 円税別）

new
鳥取ハワイ牛ホルモンカレー(レトルト) 2 月 4 日発売開始！！
スパイシーな特製カレーと、酸味の効いた沖縄県産パイナップル果汁を
鳥取県産牛ホルモンの脂でまろやかに包んだ味が特徴です。
（600 円税別）

★店舗により取り扱う商品がことなりますので各店舗へお問合せ下さい。
菓子工房シェル・ブール

中国土産所處 老龍頭

高橋酒店

琴浦うまいもんや(物産館ことうら内） ポプラ道の駅はわい

湯梨浜町田後341-6

湯梨浜町引地565-1

湯梨浜町旭403-1

琴浦町別所1030-1

湯梨浜町宇野2343

(0858)35-5355

(0858)32-2677

(0858)32-0826

(0858)55-6566

(0858)47-5556

休火曜 営9:30～19:00

休12月～3月の第4火曜 営9:00～17:00 休無

休1/1 営9:00～18:00

休無 営6:00～23:00

8:30～21:00

プロバンス(ハワイ夢マート内） 道の駅燕趙園

河本魚店

道の駅犬挟

湯梨浜町久留26-1

湯梨浜町引地565-1

湯梨浜町旭102

倉吉市関金町山口2030-46

080-3052-2013

(0858)32-2184

(0858)32-0236

(0858)45-1313

休火曜 営9:00～18:00

休12月～3月の第4火曜 営9:00～17:00 休不定休 営8:00～19:00

休1/1、1/2 営8:30～18:00

小林農園

福羅酒造

ゆアシス東郷龍鳳閣

くらよし駅ヨコプラザ

湯梨浜町原宮田1074-1

湯梨浜町松崎448

湯梨浜町引地560-7

倉吉市上井195-12

(0858)34-2064

(0858)32-2121

(0858)32-2622

(0858)24-5333

休不定休

休日曜(土曜は不定休) 営9:00～17:00

休第4火曜

山本みやげ店

ゲストハウスたみ

萬醤油店

Yショップ湯梨浜リズム店

湯梨浜町はわい温泉6-10

湯梨浜町中興寺340-1

湯梨浜町松崎540

湯梨浜町光吉236-1

(0858)35-4141

(0858)41-2026

(0858)32-0127

(0858)35-5118

休水曜 営9:00～

営13:00～22:00 ★カフェ土日営業

休無 営7:00～19:00

休無

営8:00～17:00

焼肉屋大平門倉吉本店
倉吉市上井町1-10-15
(0858)26-4082
休無 営平日11:00～15:00
17:00～22:30
土日祝11:00～22:30

望湖楼
湯梨浜町はわい温泉4-25
(0858)35-2221
あかまる牛肉店ハワイ店
養生館
湯梨浜町田後1445-1
湯梨浜町引地144
(0858)35-2941
(0858)32-0111
休月曜 営精肉販売11:00～20:00
ランチ11:00～15:00
ゆの宿 彩香
ディナー17:00～21:00
湯梨浜町はわい温泉4-74
(0858)35-3311

営10:00～21:30 休無 営7:30～19:30
株式会社メルヘン
(ネット販売）
http://marchen-t.com/shop/

ゆりはま

■東京に本社がある（株）旅行読売出版社が 1966 年から発行している旅行情報誌
「旅行読売」
（定価 540 円）3 月号（2 月 2 日発行）の鳥取県中部特集の中で、湯梨
浜町でのノルディック・ウォークが紹介されました。平成 25 年の夏に全国第一号の
「全日本ノルディック・ウォーク連盟公認コース」に認定されてから 3 年が経ち、
健康意識の高まりと共に湖畔には年々ウォーカーの姿も増え、ウォーキング関連イ
ベントも盛んに行われています。この日撮影にご協力いただいたのは、お気に入り
の靴とウェア、マイポールで普段からウォーキングを楽しんでおられるはわい温泉”
翠泉”の 3 代目 牧田さんご夫妻。ご主人さんが大阪で修行を積んでいた頃、同じ業
界で二人は知り合い、はわい温泉へ。関西からお嫁に来ることを決めたきっかけは？
という質問に「鳥取は野菜もお肉も魚もとにかく美味しい！家族も優しく接してく
れて、ここなら大丈夫かな。って」と笑顔で答えて下さいました。現在は 2 代目ご
夫妻と共に、若女将として日々奮闘中です。四季折々の旬の素材を使用したお料理、
どこか昔懐かしさを感じることが出来るお宿「翠泉」は下記よりお問合せ下さい。
はわい温泉 翠泉（すいせん）http://www.hawaionsen-suisen.jp/
〒682-0715 東伯郡湯梨浜町はわい温泉 15
TEL(0858)35-2200
はわい温泉
東郷温泉へ
[日帰り入浴も OK] 15:00～20:00
ぜひお出かけ
大人 800 円/小・幼 400 円
下さい。

★湯めぐり手帳も販売中

■1 月 11 日（水）倉吉市のノルディックウォーク教室の皆さまが
2017 年の健康祈願のため、湯梨浜町へお越しになりました。
最初のご案内は宮戸弁天（湯梨浜町宮内）
。湖畔を車で走っていても
いつもなら通過してしまうポイントかもしれませんが実はココ、パ
ワースポットなんですよ。ハワイ夢広場から湖を西に２ｋｍ、やが
て湖岸の木立の中に大岩と鳥居が見えてきます。古くから伯耆一ノ
宮の七弁天と称して地内の７ヶ所に弁天様がお祀りされていたとい
われていますが、祠が残っているのはここだけ。あとの６ヶ所は江
戸の頃より不明とされています。大昔はこの宮戸は島だったそうで
すが、鳥居の向きを見ても、なるほどと頷けるものがあります。
下照姫命も魚釣りを楽しまれた島で、その昔倭文神社のご祭神下照
姫命のお使いである白蛇がこの弁天島から湖を渡り、対岸の小島を
往復していたと言われ、その小島にはお湯が湧いていたので、

[ノルディックポールレンタル]
●はわい温泉・東郷温泉観光案内所
（0858）35-4052 9:00~17:00
●ゆアシス東郷龍鳳閣
（0858）32-2622 10:00~21:00
●あやめ池スポーツセンター
（0858）32-2189 9:00~22:00
●ハワイ夢広場 café ippo
（0858）35-6161

4 月～11 月 10:00 ～17:00
12 月～3 月 11:00 ～16:00 休月曜日

蛇→「龍の湯の島」→「龍湯島」
「龍の頭の
島」→「龍頭島」
、
「龍が渡る島」→「龍渡島」
現在は「龍「龍島」という地名になったということです。
（役場東郷支所の辺り）宮戸弁天には船着場の跡も残って
おり、今から約６０年前には山手の梨畑からケーブルと滑
車を使って湯梨浜の名産二十世紀梨の荷下ろしをし、小船
で自宅へ持ち帰っていたそうです。現在の東郷湖は民家の
多い地区などは河岸整備されて風景を作り出しているな
かで、宮戸弁天の周辺は民家もなく水辺の生き物の住み家
である豊かな環境があります。ここ
はアシが昔のままに成育し、宮戸弁
天と共に最後に残された東郷湖の風
景なのです。
車でもウォーキングでも“何もない
所”と思って通るのではなく、いろい
ろと想像しながら古に想いをはせる
のも面白い。そんなコースですよ。

温泉入浴券
利用施設見学

■12 月 17 日から運行開始となったカニバス。2 月・3 月の添
参加した 12 人は、担当者から各お宿の
乗業務を担当する湯梨浜町観光ガイドの会は、お客様満足のさ
趣向を凝らした浴場や露天風呂、館内のオススメポイントや楽
らなる向上を目指し養成講座第 2 回目のカニバス研修に加え
しいお話を聞かせていただきました。疲れを癒し、会話も生ま
て、カニバス温泉入浴券利用施設と中国庭園燕趙園の研修を行
れる心地よい場所であるお風呂、個性を活かした建物の造りや
いました。カニバス利用のお客様は、8 大特典のうちの一つに
心づかいが感じられるちょっとした工夫。お客様へのおもてな
「温泉入浴券」が付いてきます。これは、宿泊する宿の他にあ
しの心は同じなのですね。地元に住んでいても全ての旅館を知
と一ヵ所入浴施設や旅館のお風呂を無料で楽しむことが出来る
る機会もなく、お客様から尋ねられてもお答えできないことも
とってもお得な券なのです。
ありました。この度の研修で新発見も多くあり、案内にも少し
券が利用できるのは、はわい温泉の旅館「望湖楼」
「千年亭」
「ニ
だけ幅が広がったように思います。今後カニバスのお客様には
ュー高橋」
「ゆの宿彩香」
「水郷」
「翠泉」
「羽衣」と入浴施設「ハ
もちろん、地元の皆様や外国のお客様へもどんどん PR してい
ワイゆ～たうん」
、東郷温泉の旅館「養生館」
「水明荘」
「澤の湯」
きたいと思います。
と入浴施設「ゆアシス東郷龍鳳閣」です。

中国庭園燕趙園は
国内最大級の中国庭園！

知勇と開運をもたす
ひょうたんの温かな光

期間：3 月上旬～3 月下旬※開花時期によって変動します。
■湯梨浜町野花（のきょう）地区には、山陰八景のひとつ「東郷湖」
、山並みを越
えた向こう側には「日本海」を眺めることができる「野花梅渓」があります。
野花の梅は、昭和 15 年～16 年頃湯梨浜町野花の果樹園で発見され、通常の梅よ
り開花期が遅く結実が安定しており豊後系のなかでも高品質であることが特長で
す。実が大きく果肉もしっかりした「野花豊後」。“ツアー参加”のお客様だけが手
にするマップを元に一足早い春の訪れを感じてみませんか。
お花見ウォーク企画も大歓迎！ノルディックウォークインストラクターが必要な
場合も対応させていただきます。ポールのレンタルもできます。
（1 組 300 円）

★団体申込★（20 名以上）散策マップ＆梅加工品＆梅ドリンク
[料金]お一人様 330 円
※子ども料金はありません。お申込人数分のマップと梅加工品等をお渡しします。

★スタッフが同行し、楽しい旅のお手伝いをさせていただきます。
[申込・問合]湯梨浜町観光協会 TEL(0858)35-402 FAX(0858)35-4701

★個人申込★
中国庭園燕趙園プラン

■お客様へ■
散策マップをもとに野花梅渓散策をお楽しみ下さい。
生産者が大切に育てている梅です。
梅林への車の乗り入れ、枝を折るなどの行為は慎んで
いただきますようお願い致します。

お一人様から OK いずれかのプランをお選び下さい。散策マップ＆梅加工品プレゼント！
お申込は各施設へお願いします。子ども料金は各施設によって異なります。
ゆアシス東郷龍鳳閣プラン [料金]お一人様 700 円
[料金]お一人様 700 円
入園＆梅渓散策セットのお得なプラ
ンです。梅の加工品の他に中国グッズ
もプレゼント。

中国風呂入浴＆梅渓散策セットのお得なプラン
です。梅の加工品の他に、入浴タオルセットが
レンタル無料です。

[申込・問合]中国庭園燕趙園
TEL(0858)32-2180
FAX(0858)32-2185

[申込・問合]ゆアシス東郷龍鳳閣
TEL(0858)32-2622
FAX(0858)32-2619

湯梨浜町内の梅加工品取扱い店舗のご紹介です
果肉の厚い“野花豊後”を使った加工品のご紹介です。クエン酸、リンゴ酸、コハク酸などの有機酸類が豊富で、昔から疲労回復や
解熱、二日酔い防止などの薬効も伝えられているとか。お料理に加えるだけでさっぱりといただける一品や、元気が出てくるスイ
ーツなど湯梨浜のオリジナル商品がラインナップ！！ご家庭用、お土産、ご贈答にもどうぞ。
■梅みそドレッシング風調味料■
青梅の状態で収穫し、味噌・果糖
と混ぜ合わせ一年間熟成させまし
た。さっぱりした味わいはフライ
にも良く合いますよ。
販●●

■梅美しお(うめびしお)■
梅干をペースト状にして果糖と
混ぜ合わせたものです。ご飯に混
ぜて食欲増進！美しい紅色はト
ッピングにも良く映えます。
販●

販●

販●●●

梅シロップ漬け■

完熟した大玉梅と梅エキスたっぷりのシロ
ップで２倍楽しめる逸品。梅はそのままで
も、ヨーグルトのトッピングにも◎シロップ
はアイデア次第で美味しいドリンクが楽し
めます。

■げんき梅甘酒■

地元湯梨浜の蔵元が造る麹 100％
完熟梅を素早く加工。梅の美味しさそ
の甘酒と梅の果肉が見事にマッ
のままをチューブ入りにしたゼリーは
チ。ほんのりと紅色に染まった甘
嬉しいコラーゲン入り。ウォーキング
酒は器に入れても美しい。
のパワーチャージに最適です。
販[福羅酒造]●●
販[ぱにーに湯梨浜店]●●●●

骨づくりに欠かせないカルシウムの吸収率
を UP させるクエン酸と脂肪燃焼を助ける
ポリフェノールたっぷりのお酢です。ドリ
ンクはもちろん、お料理にも良く合います。

■完熟丸ごと梅ゼリー■

塩としそだけで漬け
た昔ながらの素朴な
一品。素材の良さを
大切にしました。

■野花豊後梅飲むゼリー■

■梅酢■

販[レストラン吉華]●●●

■手作り完熟

■梅干し■

■げんき梅アイスクリーム■
クリーミーな味わいの中に梅
のさっぱり感が絶妙にマッ
チ。新感覚の和風アイスです。
販[レストラン吉華]●●●

■ゆりはまアイス“梅”■

■梅酒「野花」■
完熟した野花豊後を専用に醸造され
た日本酒に 2 年以上じっくりと漬け込
んで熟成させたまろやかな梅酒です。
販[梅津酒造]●●●

■手作り完熟 梅ジャム■

完熟梅の風味と甘酸っぱさがこだわりの
ゆりはまの特産物や素材をつか
完熟した特に大きな野花豊
ジャムはフレンチレストランから誕生し
ったオリジナルアイスシリーズ
後をゼリーの中へ。酸味と甘
た商品です。定番のパンやヨーグルトは
の”梅”。トロ～りとした梅ソー
みのバランスが絶妙！
もちろん、お料理にも良く合います。
スがトッピングされた新食感。
お土産にも大変喜ばれます。
販[こころね工房]●●●
販[シェルブール・プロバンス]●●● 販[河本魚店] ※お問合せ下さい。

■梅エキス■

販●

青梅をすりおろし、絞り汁を
じっくりと煮詰めた梅エキス
は、梅 1 キロでわずか 20ｇ程
度しか作れない希少なもの。
その効能は計り知れません。
※お問合せ下さい。

★品切れの場合は、販売
店舗へお問合せ下さい。

梅加工品販売店
●道の駅燕趙園(湯梨浜町引地 32-2184)●中国土産處老龍頭(湯梨浜町引地 32-2677)
●ゆアシス東郷龍鳳閣(湯梨浜町引地 32-2622) ●ハワイ夢マート(湯梨浜町久留 35-3535)
●山本みやげ店(湯梨浜町はわい温泉 35-4141)
・レストラン吉華(湯梨浜町引地 32-2633) ・菓子工房シェルブール(湯梨浜町田後 35-5355)
・プロバンス/ハワイ夢マート内(湯梨浜町久留 080-3052-2013)
・河本魚店(湯梨浜町旭 32-0236)・福羅酒造(湯梨浜町松崎 32-2121)
・梅津酒造(北栄町大谷 37-2008)

おたよりコーナー
■湯梨浜の魅力、楽しいエピソードと共に「ゆりはまにあ 1 月号
お年玉プレゼント」にご応募いただきありがとうございました。厳
正なる抽選を行い、当選者を決定いたしました。賞品到着まで今し
ばらくお待ち下さいませ。
2 月 14 日はバレンタインデーですね。ご応募いただきましたお便
りのなかからチョコっとご紹介させていただきます。
★高 1 の時、大好きな人からのチョコレート。食べたら貰
ったという事実が消えてしまいそうで、食べずにその日から
チョコを見てニヤニヤ。気がつけば 3 年が経ち、カビのついたチ
ョコと共に僕の恋も終わりました。
（北栄町男性）
★結婚して 14 年、付き合っていた頃から手作りチョコをプレ
ゼントしてくれる妻に感謝しています。
（町内男性）
★娘の友チョコ作りの費用がすごい（汗）
（倉吉市女性）
★主人も私も若い頃あげた事ももらった事もなく寂しい思い出。
（神戸市女性）
★娘が小学 6 年生の時、手作りチョコを友達と一緒に作って置い
ていた。父親がそうとは知らず食べてしまい、娘に泣かれたこと
がありました。
（町内女性）
★包装紙に「感謝」という文字が入っているもの(商品)を探してお
父さんに渡します。
（町内女性）
★彼女にもらったチョコレート。全部美味しくて食べちゃったら
「一緒に食べようと思ってたのに」と怒られました。
（町内男性）
★社会人 1 年目か 2 年目の頃、5,6 個チョコをいただきましたが
お返しに何が喜ばれるのか分からず悩んだあげく、みんなまとめ
て宝製菓の「大風呂敷」をお返しで渡したことがあります。
（町内男性）
★中 1 の時、頑張って作ったチョコレートを手に自転車小屋で待
ち伏せ。勇気を出して渡したのにスルーされてしまい・・泣きなが
ら女友達にあげました。思い出しただけで（涙）かなりの
トラウマになってしまいました。

地元っ子オススメの逸品

グルメ編

湯梨浜のオススメグルメや名産品、特産品などを紹介する
コーナー♪第一回目はココ！道の駅はわい内に昨年オープンし、昨年
夏のアロハカーニバルイベントではアロハ丼・バーガーなど日本のハ
ワイらしいオリジナルメニューを提供し大変話題となった「アロハカ
フェ」ですよ。カフェ＆軽食メニューがある中で、土日祝日限定販売
されている「石焼き芋」が絶品なのです。さつまいもには、ホクホク
系・しっとり系・ねっとり系とそれぞれの美味しさがありますが、こ
こで使っているのはねっとり系の「紅はるか」
。なんと通常のさつまい
もの 2 倍以上の食物繊維が含まれ、カリウム・カルシウム・カロチン・
ビタミン C も豊富な品種です。さつまいもの美味しさをはるかに超え
るといわれ、この名前が付いたんだって。
鳥取県産の紅はるかを収穫後、専用の保管庫で 2 週間熟成（追熱）さ
せ、芋の大きさや状態によって火加減を調節しながら 2 時間かけてじ
っくりと焼いたホカホカのお芋のお味はまさにスイーツそのもの。
ハワイアンなディスプレイや、可愛いポップが目を引く店内には、お
店で手作りしている季節のジェラート、お土産にぴったりのお菓子や
小物もありますよ。テイクアウトをして展望台で味わうのも GOOD♪
皆さまぜひお出かけ下さい。
専用釜でじっくり 2 時間かけて
焼き上げます。

湯「中国庭園燕趙園 仙桃節」
中国で西王母の管理する桃「仙桃」は不老不死の効果が
あるといわれています。日本の桃の節句も中国から伝わ
ったそうです。その桃にちなんだイベントを開催！
西王母…中国で古くから信仰された女仙、女神

[開催]３月 18 日（土）～20 日（月・祝）
[時間]9：00～17：00
[入園料]大人 500 円/小中学生 200 円
※団体割引、学校行事特別料金あり
★期間中毎日『桃の彩画を探せ』見事桃の絵画を探し当
てた方へ“オリジナルせんべい”をプレゼントします♪
★『あやめ池春のこどもまつり in 燕趙園』
遊ぶ・食べる・体験できるコーナーが燕趙園に登場。
子どもたちで、ご家族で楽しく遊ぼう♪
★大人気『変面ショー』～3 月下旬まで
マスクを一瞬のうちに変えて感情を表現する中国各地の
伝統劇が発展させてきた技の一つで、仕掛けは秘密とさ
れています。一族など限られた者にしか伝承を認めてい
ない秘技なのです。
2/19（日）・3/19（日）はふれあい太極拳もあるよ。
3 月 20 日（月・祝）「飛龍隊」卒業特別公園
地元東郷小学校の龍踊りグループ
11：00～/14：00 2 回公演

[会場･問合]中国庭園燕趙園 (0858)32-2180
道の駅燕趙園特別企画『野花豊後フェア』
野花豊後加工品の特設販売コーナーもあります。
3 月 11 日（土）・12 日（日）
うめ寿司試食販売（協力/サークル野花）
★「梅美しお」を使ったさっぱりと食欲をそそる梅寿司です。

3 月 18 日（土）・19 日（日）・20 日（月・祝）
手作り完熟 梅シロップ漬け・手作り完熟 梅ジャム販売
（協力/真木自動車 こころね工房）
★果実とシロップの 2 通り楽しめる梅シロップ漬けと、パンの
他にお料理にも合う梅ジャムの試食販売です。

[会場・問合]道の駅燕趙園（0858）32-2184
湯「文化講演会」
アナウンサー歴 44 年の藤澤武氏の体験談をきいて次代
につなげるヒントを得ませんか。

[開催]2 月 23 日（木）
[時間]10：00～11：30
[講師]藤澤 武氏（元 NHK アナウンサー）
「放送こぼれ話」
[定員]50 人 申込期限/2 月 16 日（木）
[会場]中央公民館泊分館 2 階 大会議室
[申込・問合]中央公民館泊分館（0858）34-3011
湯「防災講演会」
一人一人が防災についての知識を深めるため、県および
周辺の地震活動に関する防災講演会を開催します。

[開催]3 月 5 日（日）
[時間]10：00～11：30
[講師]西田 良平氏（鳥取大学名誉教授/県防災顧問）
[演題]「2016 年鳥取県中部地震と今後の地震災害への備え」

[会場]中央公民館（湯梨浜町龍島 505）
[問合]役場総務課（0858）35-3111

湯梨浜町 PR 大使
アロハカフェ (道の駅はわい内の一番右店舗です）
湯梨浜町宇野 2343 TEL050-7123-7654
営業時間/9:00～18:00

みんなで谷本耕治
さんを応援しよう♪

http://ameblo.jp/koji-tanimoto/
こうちゃんの近況やスケジュールなどをチェック！
(問合)プロミネンス・ハーツプロダクション
http://p-h-p.jimdo.com/

