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２０１５年６月１０日発行(毎月１０日発行)

湯梨浜町観光協会☆会員募集中！！

■今年も湯梨浜がアツく染まる「アロハカーニバル２０１５」がついに開幕しました！！
湯梨浜町内提供店舗(飲食店)では「アロハ丼」
「アロハバーガー」
「スイーツ」
「コナコーヒー」などを味
わうことができ、海では SUP 体験もできちゃうアツいイベントです。また期間中は、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★詳しくは、町内観光施設、宿泊施設、アロハ丼、バーガー、スイーツ、コーヒー、お酒提供
店に配布されている“アロハカーニバルガイドブック”をご覧ください。

アロハ丼＆アロハバーガー提供店のスタ
ンプを１０店舗以上集めると、もれなく
「ゆりはまアイス」や「東郷湖産しじみ」
がもらえちゃう！食べて美味しい
もらって嬉しいスタンプラリーです。

アロハ丼、バーガーの後はコレ！！
他では食べられないオリジナルのハワイアンスイーツ
が登場です。そして南国の甘い香りに包まれる“コナ
コーヒー”はいかがですか？ほら、気分はもう
ハワイアン♪ALOHA～

アロハカーニバル２０１５を記念して、地元
福羅酒造(湯梨浜町松崎)が考案した純米酒のカップ酒
です。飲み終わったら、マイグラス、フラワーベース、
ペン立てなどにも♪お土産やプレゼントにも喜
ばれます。ぜひご賞味くださいませ。

期間中、ガイドマップに記載された対象の旅館・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、抽選で豪華景品が当たります。
①ハワイペア旅行券(20 万円相当)1 組
②日本のハワイ はわい温泉・東郷温泉ペア宿泊券(３万円相当)2 組
③ハワイ・アロハグッズ(2 千円相当)20 名

水上に浮かべたボードの上に立ってパドルを漕ぐ、
今話題のウォータースポーツ！無料体験デ―：6/14、
7/12、8/16 10:00～16:00（50 名様限定!!先着順）
★平日クルージング★20 分～40 分のクルージングを体験
できます。大人(中学生以上)1,000 円、小学生 500 円、
未就学児童 100 円 さらに!!アロハカーニバル参加店のスタ
ンプが押されたガイドマップを提示すると、な、なんと！！
上記の半額でご利用いただけます。(一枚で３名まで可)
※天候によって中止する場合があります。
その他ガイドブックの注意事項をご覧ください。
最高!!
[場所]東郷湖羽合臨海公園(宇野地区)

【問合】アロハカーニバル実行委員会事務局(はわい温泉・東郷温泉観光案内所)(0858)35-4052
嬉しい
♥海土産付♥
抜群のロケーションのなか、泊漁港で水揚げされた旬の魚介類を豪快にバーベキューでいただく昼食プランです。
贅沢その壱!! 泊漁港で水揚げされたとれとれぴちぴちの魚介類を食す！鮮度が違います。
贅沢その弐!! 潮風が心地よい抜群のロケーション、カモメのカーコが遊びに来るよ♪(漁師さんが命名)
贅沢その参!! 豪快に炭火で BBQ！漁師さんの「泊言葉」での会話はとても楽しく、お料理のスパイスに！！
[期間] ４月～１１月中旬 [料金]
ご飯、味噌汁、お漬物付
●昼食プラン１５名様～
●朝食プラン４名様～

お一人様２，５００円（昼食）

海の男が
待っとるで!
※朝食プランは、宿泊先の旅館よりお申込み下さい。
※雨天の場合は港の荷所(屋内施設)でお召し上がりいただけます。

※食材は、時期によって異なります。お問合せ下さい。
【お申込・問合せ】湯梨浜町観光協会（0858）35‐4052

■三八市実行委員会は、創生活動５周年記念、
国際プロピチミスト倉吉賞受賞を記念し、たみと合同で一日限りの
「三八市」が開催されました。元々は旧暦 8 月の３と８のつく日
に「八月市」として日用品、雑貨、農具、野菜などの店が出ており、
現在は「三八市」にかわり１０月の３と８のつく日に開かれていま
す。メイン会場の旧エーコープ跡地周辺には、水餃子、しじみ汁、
焼き菓子にコーヒー、たい焼き等地元の皆さんをはじめとするたく
さんのお客様で賑いました。JR 松崎駅周辺は、昔ながらの「市」
の雰囲気も十分楽しめる昭和レトロの素敵な街。今後も地域との協
力も得ながら、いろいろなイベントを企画していきます。

■浮島三橋の改修工事から三ヵ月、ついに完成！５月３１日(日)
リニューアルを記念して「羽衣感謝祭２０１５」が開催されま
した。会場には、湯梨浜のハワイアンな天女
キャラクター「ゆりりん」も登場し、お客
様をお出迎え♪式典では、宮脇町長をはじ
め来賓の皆様によるテープカットが行われ、
８４(橋)にちなんで８４歳の来場者には、
おめでたい紅白餅がプレゼントされました。この日は、着物で
来場された方への特典もあり、朱塗りの美しい浮島三橋を渡る
和服姿の女性も見られました(*^^)約１２０名のお客様は、感
謝祭特製弁当に舌鼓。ゆったりとした時間を過ごされました。
(浮島三橋)
羽衣の庭園内、湖上浮島に架かる
3 つの橋で、以前は定期船の発着
所にもなっていました。早朝の澄
んだ空気と水鏡のような東郷湖を
眺めながらの散策は最高！！

【営業】毎週木・金 10：00
地元で採れた新鮮な野菜や果物、お米に卵、
～12：00
お惣菜などが並び、カフェサロンもある住民交流施設です。
[問合]いきいき直売よどや運営会（0858）32-1987
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【問合】はわい温泉「羽衣」
（０８５８）３５－３６２１

■「とっとり NOW」は鳥取県の自然、人、産業、文化、スポーツな
ど幅広い分野からさまざまな魅力を発掘し、発信する季刊情報誌で
す。鳥取県広域連絡協議会が年４回発行（３、６、９、１２月）して
おり、発行部数は 9,000 部。県内の主な書店や観光施設
キヨスク、
などで販売しています。次回の巻頭特集は湯梨浜!!
５月２８日（木）
、２９日（金）の二日間、ウォーキン
グ、スッポン養殖、滝床料理、観光ガイドの会、馬ノ
山古墳などの取材が行われました。湯梨浜の魅力がい
っぱい詰まった９月１日発行（vol.107）のとっとり
Now をお楽しみに♪
[問合]鳥取県広域連絡協議会 鳥取市東町一丁目 220 番地(鳥取県庁内)
（０８５７）２６－７０８６
FAX（０８５７）２９－６６２１
http://www.kouhouren.jp/user_data/aboutnow.php

■５月２６日（火）中央公民館泊分館にて、ステンシルアート教室が開催されました。ステンシルとは、
絵柄を切り抜いた型紙を、プリントしたい素材に当てて、特殊な塗料(絵具)をつけた筆やスポンジでパッ
ティング(たたく)してプリントする方法です。この日、講師を務めたのは、関西から I ターンで湯梨浜に
来られた森本せつさん。（ステンシルアート夢工房）関西で専門知識を習得され、数多くの教室を開かれ
た経験を生かし、現在はご自宅の他、町内イベントでも活動をされています。この日１９名の参加者の皆 オシャレなキャミソール
さんは、プリントしたい T シャツなどを持参し、好きな型を選んで色を入れました。今人気が高まりつ は、森本さんの作品です。
つある“ステンシルアート“は、同じ「型」でも配色、塗り方などは多種多様。他にない自分だけのオリジ 洗濯にも強く落ちません。
ナル作品は、満足度１２０％間違いなし！文化教室は、お茶を飲みながら、仲間たちとのおしゃべり
講師：森本せつさん
も楽しい空間です。皆さんもぜひ参加してみて下さいね。

ステンシルを T シャツ
に当てて色を入れます

T シャツだけでなく、小物類にも♪

黒とグリーンを使用

森本さんは、
「湯梨浜の街をアート作品を着た人で
いっぱいにしたいです」と笑顔で答えて下さいました。
【問合】中央公民館泊分館（０８５８）３４－３０１１

仕上げに先生の魔法を
煌びやかで上品な
かけると・・・！！
T シャツに変身♪
白のパンツにうっかり黒の塗料をつけ
てしまい、急遽バラのモチーフを描いて
もらいました！参加者からは「汚して良
かったな～」
「素敵だで～」との声が♪

★今年で第１６回目を迎えるハワイアンフェスティバル。旧羽合町の頃より交流のあったアメリ
カ合衆国ハワイ郡からのゲストの皆さんと一緒に、ハワイアンミュージックやフラダンスなど、
ハワイの伝統文化に触れることができます。

【問合】ハワイアンフェスティバル ハワイ in ゆりはま実行委員会
湯梨浜町役場産業振興課
(0858)35‐5383 ＦＡＸ(0858)35-5376

ハワイアン教室（10：00～14：30）

♥参加無料ですが、事前申込が必要です。
（定員あり）
ハワイアンアーティストから、ハワイの独自文化を直接指導し
てもらえる楽しい教室です。

★フラダンス教室（上級・中級） 10：00～11：30
★フラダンス教室（初級・こども）10：00～11：30
★ウクレレ教室
10：00～11：30
★カヒリ作り教室
13：00～14：30
≪カヒリって何？≫
ハワイ王族のシンボルとされており、鳥の羽根で作られていま
す。色やデザインは各自の紋章や位に基づいて作られており、
高い位を表す色は、赤や黄。
古代では、大きいもので１０ｍになるものもあった
ようです。小さいものは kahili pa‘a Lima（カヒリ
パア リマ）と呼ばれ、日常生活では扇子のよう
に虫をはらい除けたりする時に使っていました。
また、災害を祓うように身を守ってくれる魔除け
のような意味もあると言われています。

ウェルカムコンサート（17：00～19：30）

♥入場無料
生バンドの演奏によるハワイアンミュージックやフラダンスな
ど気軽に”ハワイアン“を体験できます。ハワイアンアーティス
トとの楽しいひとときをお過ごしください。


岡山ハワイアンクラブ所属「岡山ヒナファミリー」の皆さん

■昭和５７年に湯梨浜町泊で考案され、日本全国に普及したグラウ
ンド・ゴルフは、お子様からご年配の方まで一緒になって楽しめる
岡山ハワイアンクラブ所属
身近なスポーツとして年々愛好者が増え続けています。
今年もグラウンド・ゴルフの聖地、「泊」に全国からプレイヤーた
ちが集結し、はつらつとプレーを繰り広げます。4/29 スーパー
スライダ―もリニューアルした潮風の丘とまりに
びに来てね。
遊びに来てね。
恐竜食堂には
アロハ丼も
あるよ～！

ゆりはまアイス＆アイスコナコーヒーを販売！
ぜひお立ち寄り下さい。
[大会お問合] グラウンド・ゴルフ発祥地大会実行委員会事務局
（役場生涯学習・人権推進課内）
（０８５８）３５－５３６８

アロハステージ in ゆりはま（11：30～17：00）

♥入場無料ですが、事前申込が必要です。
（定員あり）
全国各地のフラダンスチームが参加する発表会。チームごとの
艶やかな衣装や演出は必見です。

ハワイ in ゆりはまコンサート（17：00～19：30）
♥入場無料ですが、事前申込が必要です。
（定員あり）
本場ハワイのアーティストによるハワイアンコンサートです。
ハワイアンミュージックやフラダンスなど、躍動感あふれるス
テージをぜひご鑑賞下さい。

★ゲスト★ タウポーウリ・タンガロー
ハワイ島で「ＵＮＵＫＵＰＵＫＵＰＵ(ウヌクプクプ)」を主宰
するクムフラ。レパートリーはタンガロー氏が２０年に渡って
修業したフラの名門「ハラウ・オ・ケクヒ」の伝統に基づいた
もので、フラを通じてハワイの価値観を育てておられます。

大会事務局経由でご宿泊の申込をされた方を
対象に、一泊一人当たり３，０００円の宿
泊割引があります。詳しくは大会事務局に
お問合せください。
(お問合せ)湯梨浜町役場 産業振興課
０８５８－３５－５３８３

開会式 8：50～9：10
交歓大会 9：30～17：00
交歓大会 8：30～11：30
アトラクション 12：00～12：40
お楽しみ抽選会(一部) 12：40～12：50
閉会式 12：30～
お楽しみ抽選会(二部) 13：20～
[会場]グラウンド・ゴルフのふる里公園「潮風の丘とまり」
※専用コース３面（芝）
、特設コース１面（芝）
※申込は締め切られています。
[会場お問合] 潮風の丘とまり 湯梨浜町泊１３１３
（０８５８）３４－３２１７

■ハワイ夢広場を発着点に、東郷湖と湖
を周遊するコースで実施します。
◎個人の部（１８歳以上）
◎ジュニアの部（中学生・高校生）
◎リレーの部（スイム、バイク、ランを
3 名１組、1 人１種目）
★オリンピックディスタンス
(水泳 1.5 ㌔、自転車 40 ㌔、ラン 10 ㌔)
沿道の皆さまの温かい応援をよろしく
お願い致します。当日は交通規制などで
ご迷惑をお掛けします。

湯『花と緑のフェア』
3,000 株の花しょうぶの花園で、楽しさがいっぱいの
イベントです。焼きそば、中華ちまき、いがい飯など
のお食事コーナーもありますよ！！

[開催]６月１３日（土）
・１４日（日）の２日間
[時間]10：00～16：00
[内容]13 日、14 日両日イベント

花苗無料配布（先着各 100 名様)11：00～/15：00～

★地図の番号をご覧ください
１
２
３
４
５

キリン公園前道路は車両通行止め
湖畔道路から中国庭園燕趙園へ左折する道路は車両進入禁止。
(旧道をご利用下さい)
東郷湖畔公園前三差路～鳥取方面への約３００ｍは片側交通規制。
東公園手前から鳥取方面への約３００ｍは片側交通規制
藤津区への進入は、信号を泊方面へ直進し、舎人川沿いの道路をご利用
下さい。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
＊＊＊

じどうせつ
中国では子どもの日を「児童節」といい、毎年 6/1 に様々
なイベントが行われます。燕趙園でも子どもが色々と体
験・学習できるイベントを企画しました。

★ミスターモリック
マジックショー
モリックさんならではの楽
しいマジックがいっぱい。
[時間]11：00～/14：00～

★白兎跳神イナバスター
in 燕趙園
[時間]11：00～/14：00
ショー終了後には撮影会・
握手会もあるよ。

6/14 イナバスターグリーティング
公演の合間にはイナバスターが庭園内に登場！！一緒に写真を撮ったり、
ヒーローとふれあおう。
天天(テンテン)・飛飛(フェイフェイ)と記念写真
期間中は燕趙園のキャラクター天天と飛飛と園内で会えるよ♪一緒に写真を撮ろう。

工作体験コーナー(光るキーホルダー、ヘアーゴ
ム、スーパーゴム鉄砲、手作り一輪挿し他)
ゲーム広場(わなげ、ヨーヨーつり、スーパーボール他)
花と緑のファミリークイズラリー10：00～15：00
多肉植物で作る寄せ植え教室(参加費要)
13 日のみイベント
とうごう市
14 日のみイベント
ナチュラルガーデンの第一人者ポール・スミザーさん
のガーデン教室 13：00～14：30(サイン会あり)

環境紙芝居、バルーンアート 10：00～
[会場]東郷湖羽合臨海公園(あやめ池公園)
[問合]花と緑のフェア実行委員会
（０８５８）３２－２１８９
倉『中部発!食のみやこフェスティバル』２日間

知ってもらおう・見つけ出そうふるさとの食で地方創
生を合言葉に、地元でとれた旬のフルーツや野菜、鳥
取和牛、牛骨ラーメン、話題の逸品がズラリ勢ぞろい。
【湯梨浜町からの出店】
★ゆりはまアイス 14 種/アイスコナコーヒー
(ゆりはまを愛すプロジェクト)
★さざえめし/中華おこわ/つわぶきの佃煮/するめの
麹漬他（はまなす加工研究グループ）
★美糀（湯梨浜グランマ）
★みそ/黒大豆みそ/梨シロップ
（ふれあい施設農産物加工所）
【湯梨浜町商工会からの出店】
★牛骨ラーメン（レストラン吉華）
★牛丼/和牛串焼き/和牛モモ肉の赤ワイン煮込み
（あかまる牛肉店）
★マンゴーピン/メイピン/かき氷各種/肉まん/桃まん
/大学いも（ゆアシス東郷龍鳳閣）
★鳥取ど真ん中丼（湯梨浜町商工会青年部）
★せんべい（橋本製菓）
★青果物（丸勝青果）

[開催]６月２７日（土）9：00～16：00
★こどもグラウンド・ゴルフ
ホールインワン大会（芝生広場）
★ふわふわで遊ぼう（雨天中止）
★出前こどもの国 ワークショップ
父の日のプレゼントをつくろう

【問合】中国庭園燕趙園(0858)32-2180

★環境紙芝居＆バルーンアート
★ふわふわで遊ぼう（雨天中止）

ハイキングウォーキング/ほのまるお笑いショー
10：50～/14：00～
クッキングショー～プロの技をご家庭で～ 11：25～
アニソンバンド「ライトミュージックプレイ」 14：35～

[開催]６月２８日（日）9：00～15：00

クッキングショー～プロの技をご家庭で～ 11：20～
白兎跳神イナバスターショー 13：05～
ご当地アイドル大集合！
「だいやぁもんど」
「ハニー・ジュエル」｢Ｔ☆Ｔイレブン｣

http://www.encho-en.com/

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」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

両日開催
★「あごつみれ汁」無料配布 12：00～
★牛モモ肉丸焼き試食！！
[会場]大御堂廃寺跡（倉吉未来中心横）
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
■体験会場：倉吉未来中心アトリウム
★当ててみよう！いろんなフルーツ！
いろんな牛乳！
★ゆるキャラ vs ちびっこ１０ｍ走
★フリフリバター作り
中部総合事務所から１５分間隔で無料シャトル
バス運行! ぜひご利用下さい。
[問合]中部発!食のみやこフェスティバル事務局

０８０－２９３６－１０５７

