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湯梨浜町観光協会

会員募集中！！

今年もゆりはまがハワイに染まる！

日本のハワイ アロハカーニバル 2017

開幕迫る！

■今年もこの季節がやってきました。ゆりはまがハワイに染まる「日本のハワイ アロハカーニバル 2017」
。カーニバル期間中、
湯梨浜町内アロハ商品提供店舗では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」
「アロハカップ
（お酒）
」
「コナコーヒー」などが楽しめます。美味しいだけじゃ終わらない！東郷湖では、レイクチューバーや SUP・カヌー体
験・テラスヨガなど、その他 aloha なイベントが目白押し♪詳しくは下記までお問合せください。

カーニバル期間/2017 年 7 月 1 日（土）～8 月 15 日（火）

写真は ほ・ん・の
一部！初参加店舗
もアリます♪

スタンプラリーで賞品 GET

東郷湖レイクアクティブ

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♪お食事の後に、
ガイドマップ店名の上にスタンプを押して
もらってね。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」がもらえま
す。各店舗、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。

東郷湖でレイクチューバー・カヌー・SUP が
楽しめちゃう。7/16（日）
・8/６日（日）は
通常料金の半額 DAY♪みんな～東 GO 湖へ
GO！GO！場所/café ippo (湯梨浜町南谷)
※2 日間はお一人様 1 回に限ります。

ビュッフェパーティー開催

日本のはわいに泊まって
ハワイに行こう！

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
テラスヨガ開催 7/16（日）・8/６日（日） ります。※応募箱は各旅館に設置
★ハワイペア旅行券(20 万円相当)
体験の後はテラスヨガでクールダウン。心地
★はわい温泉/東郷温泉ペア宿泊券
よい風を感じながらのテラスヨガで心も身体
★ハワイ・アロハグッズ
もリフレッシュ。
7/2(日)オープニングイベントメレフラパーティ－開催決定！
【料金】1,000 円
会場/はわい温泉望湖楼 時間/20:00～ 参加費/1,000 円
【時間】17:30～18:30
【会場】café ippo テラス ※チケットご希望の方はお急ぎください。

7/16（日）
・8/６日（日）
先着 50 名様限定/19:00～
会場/café ippo
[問合]アロハカーニバル実行委員会（はわい温泉東郷温泉観光案内所内）
（0858）35-4052

湯梨浜町立東郷小学校 3 年生
■東郷小学校３年生の皆さんによる二十世紀梨の古木「百年樹」
（湯梨浜町久見）の交配作業体験
学習から 1 ヶ月。異品種の花粉を交配した花は小さな実をつけ、百年会の皆様により摘果され、
小袋かけの準備は整いました。
そんな 5 月 18 日（木）
、二十世紀梨栽培に欠かすことができない２回の袋かけの１回目、「小袋かけ」
作業が行われました。病害虫被害の防止、キメ細やかな表皮の美しい梨にするために２回の袋かけは欠かすことの出来ない行程
です。農業普及所の職員から「なぜ袋をかけるのか」「かけ方のコツ」などを教わり、まずは一人５枚ずつ小袋を手渡されまし
た。青々とした葉の中から小さな実を見つけると、
「あった！」と嬉しそうに目を輝かせ、教わったように丁寧に袋かけ。
交配と違って少し難しかったかな？１枚目の袋かけには少し時間が掛かりましたが、コツを掴むと２枚目以降はとてもスムー
ズ。５枚かけ終わると新たに袋をもらって次の実へ。皆が見つけやすい低い場所から順に袋がかかるうえに、葉と実はほぼ同じ
６枚目からはなかなか実が見つかりません。「実がない～。どこにある～？」百年会の皆さんや職員さんにもアドバイスを受け
ながら、木の幹や踏み台を使って高いところにも「大きく美味しい梨になあれ」と丁寧に袋をかけましたよ。前回に引き続き、
体験学習には農業で住みます芸人の加藤
アプリさんも一緒。
すっかり町民には馴染みのある彼の周り
には子どもたちの笑顔がいっぱいでし
た。次の袋かけは１ヵ月後。実がピンポ
ン玉よりも大きくなったら大袋を駆ける
タイミングです。

そらゆり

あやめ池スポーツセンター（あやめ池公園）

◆宙ユリこれまでのあゆみ◆
2008 年

■宇宙飛行士の若田光一さんとともに宇宙を旅したササユリの
種子から育った球根が、一昨年 10 月に湯梨浜町へ寄贈され、
東郷湖ハワイ臨海公園あやめ池公園と、とっとり花回廊で大切
に育てられています。
春を迎え、今年も開花の時期となり東郷湖羽合臨海公園あやめ
池公園では、5 月 18 日（木）昨年より 2 日遅れで開花し、白
く美しい姿で多くの来園者を出迎えました。ササユリは、ユリ
科ユリ属の多年草で、古事記や万葉集にも登場するくらい古く
からある植物です。「清浄」「上品」「純潔」の花言葉を持ち、
甘い香りと涼しげな姿で人気がありますが、日本に自生してい
るユリの中でも特に栽培難易度が高いことでも知られていま
す。種から芽が出るまで約 1 年→芽が出て地上に顔を出すまで
半年→最初の葉を付けるまでさらに半年かかり、条件が揃い約
5 年～10 年の月日を経て、ようやく開花するのです。
迫力のある大輪の花と、強い香りが何かを主張しているかのよ
うですね･:*:･(*´∀｀*)ｳｯﾄﾘ･:*:･
ユリの球根は花が咲き終わると力を使い果たし、小さくなって
しまいそのままでは翌年開花することができません。とっとり
花回廊では今年球根を増やす取り組み（分球）を行っており、
東郷湖羽合臨海公園でも、未知なるパワーを秘めた宙ユリをず
っと受け継いで咲かせるために管理・努力していきます。

お待たせ
しました

宇宙文化活動「花伝説」プロジェクトにより
ササユリの種子 1,366 粒がスペースシャトル
エンデバー号で宇宙へ旅立つ。国際宇宙ステー
ション日本実験棟「きぼう」の中へ。
地球の周りを 4,100 周する。
2009 年
宇宙を旅したササユリの種子が、若田光一宇宙
飛行士と共に、エンデバー号で地球に帰還。
新潟県の谷村環境緑化研究所において発芽作業
に着手。
2010 年
最初の発芽を確認。最終的に 26 粒が発芽。
2013 年 4 月 培土に植え付けた球根から出芽。
9 月 「趣味の園芸フェア in とっとり」が湯梨浜町で
開催。宇宙ササユリの球根贈呈が約束される。
2014 年 6 月 研究所において宇宙ササユリ 2 輪が開花。
マスコミに公開。
2015 年 3 月 宇宙ササユリの愛称が『宙ユリ（ソラユリ）』
に決まる。
2015 年 5 月 糸魚川市役所他において『宙ユリ』を一般公開。
2015 年 10 月 湯梨浜町へ『宙ユリ』の球根が贈呈され、植え
付け。東郷湖羽合臨海公園あやめ池公園（8 個）
とっとり花回廊（12 個）で生育。
2016 年 5 月 湯梨浜町へ贈呈された球根が初めて開花する。

お問合せ：東郷湖羽合臨海公園あやめ池スポーツセンター
(0858)32-2189

大人気！今滝 滝床料理プラン

5 月下旬～10 月

■切り立った安山岩に白布を垂らしたように飛瀑する高さ 44m の今滝
（湯梨浜町北福）
。滝の音を間近に感じながら「滝床」でのひと時はまさに“極上の癒し”で
す。今年からお食事プランの他に、ハワイの定番のふわふわもちもち食感が人気のおやつ
「マラサダ＆コーヒープラン」も新登場！こちらも 4 名様～ご予約を承ります。お友達同
士、ご家族の記念日に、お祝い膳など様々なシーンでご利用いただけます。

個人のお客様 4 名様～14 名様までのお料理プランです。いずれかをお選び下さい。
お弁当＋マラサダ＆コーヒーでも OK）
滝床弁当＆汁物付
1,600 円（税込）
地元の食材をふん
だんに使った手作
りのお弁当です。

団体のお客様

レトロモダン弁当＆お茶付
1,700 円（税込）
町内産・県内産食材にこだ
わり、見て楽しく食べて嬉
しい昔懐かしのおかずをぎ
っしり詰めたお弁当です。

マラサダ＆コーヒー
800 円（税込）
発酵させたパン生地
を揚げてお砂糖をま
ぶしたハワイの定番
おやつです。

15 名様～60 名様までのお料理プランです。お料理のグレードアップも可能ですのでご相談下さい。
★個人のお客様用「お弁当プラン」でも OK
滝床御膳
2,300 円（税込）
旬の素材を盛り込んだ彩
り豊かな御膳です。東郷
湖産しじみ汁を土鍋で提
供致します。お仲間で取
り分けてどうぞ。

◆ご予算に応じて、お料理をグレードアッ
プすることができます。お気軽にご相談く
ださい。

◆今滝駐車場（大型バス 2 台、自家用車 10 台）から徒歩 200ｍの散策コース
を進むと、滝つぼに到着します。
雨上がりは足元が滑りやすくなりますので、歩きやすい履物で起こし下さい。
環境保護のため、ゴミの持ち帰りにご協力いただきますようお願い致します。
生ものの持込はご遠慮ください。※お食事場所から 50ｍ手前にトイレあり。
◆雨天の場合、仕出し店（レストラン吉華）でのお食事となります。
※レトロモダン弁当は会席佐藤でのお食事となります。
（雨天時）
◆ご利用日、人数、料理プラン、食事開始時間、代表者、ご連絡先等を明確に
お電話・FAX にてお申込下さい。その他お気軽にご相談下さい。
【申込/問合】湯梨浜町観光協会(0858)35-4052 FAX(0858)35-4701

ゆりはまにあ
だけの新情報

美術品一般公開にむけて

■倉吉市役所で定年を迎えられ、奥様とお二人で湯梨浜町国信に住んでおられ
る中石唯雄さん(78 歳)。30 代の頃、親戚の骨董品店を経営する叔父と共に納
品等業務の運転手として度々手伝っていくうちに、優れた作家や職人たちが魂
を込めて制作した絵画や陶器など、あらゆる美術品に魅了され、自身の感性と
叔父の協力を得ながら、当時のお小遣いの半分の範囲で美術品の収集を始めら
れたそうです。時にはお小遣いの半分ではとても足りず、高額の作品になって
も黙って理解をしてくれた奥さま。こうして約 40 年の長きにわたりこつこつ
と収集された美術品の素晴らしいこと！！鳥取県出身で明治から昭和にかけて
活躍した日本画家「菅楯彦(すがたてひこ)」とその一門の作品をはじめとする
油絵・日本画・浮世絵・焼物・日本刀など、重要文化財や国宝になるのでは？

中石唯雄氏 個人収集品
（湯梨浜町国信）

という古美術品もあり。本当の素晴らしさを解るま
でにいかなくても、「美しい」「迫力がある」「神々
しい」「もの悲しい」など、眺めて楽しむだけでも
感性は磨かれ、見る人の人生の重ね方やその時の気
持ちによって捉え方は変わってくるもの。現在、地
域の協力を仰ぎながら、春と秋の 2 回 一般公開す
る計画が進んでいます。
今後の目標として、より多くの皆さまに鑑賞してい
ただき、地域文化の拠点として小・中・高校生にも
社会教育の場を提供していける美術館になればと
考えています。どうぞ皆さまのご理解とご協力をよ
ろしくお願い致します。

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

歩いて★揃えて★ぐるめ旅

中国庭園燕趙園＆ゆアシス東郷龍鳳閣 Presents

ドキドキ
■東郷湖の風景、緑豊かな山々、温泉、特産品、スイーツが楽しめちゃうウォーキングイベントを開催します。
今回のキーワードは「ビンゴ」
。各ポイントでのおもてなしはもちろん、手持ちのビンゴカードとウォーキングコース
上のビンゴ数字とを照らし合わせ、縦・横・ナナメのうち一列が揃ったら『ビンゴ賞』！！ラストワンチャンスもあ
るから最後までドキドキ♪

7 月 8 日（土）参加費 1,200 円
※6/9（金）から受付開始

※参加当日にお支払いください。当日の申込は出来ません。

先着 150 名様 定員になり次第締切ります。参加特典は↓↓コレ全部！

③ハワイ夢広場
アップダウンコースの後はち
ょっと一息入れませんか。
お茶、ドリンク

②出雲山展望台 10:20～8km コーススタート
※送迎バス到着次第随時スタート。ビンゴもココから
スタートします。
野花豊後梅の飲むゼリー

★心地よい風と共に冷たい
ドリンクでクールダウン。

★完熟梅を素早く加工。梅の美味しさそのままを
チューブ入りした嬉しいコラーゲン入りのゼリー
は、ウォーキングのパワーチャージに最適です。

ハワイゆ~たうん(お風呂)

④湯梨浜町観光協会
ゆりはまアイス
★湯梨浜の素材や特産物を
使ったオリジナルのアイス
クリームです。

①中国庭園燕趙園正面前
（集合/12km スタート）
全体受付 9:00～ ※全員がココに集合
出発式 9:40/12km スタート
★8km コースの方は、燕趙園から出雲山展望台
までバスで送迎いたします。

※アイスクリー
ムはゴール後の
お受取も可能です。

⑤中国庭園燕趙園正面前（ゴール）
8km コース、12km コースゴール受付
ビンゴカード当選確認
★ビンゴラストチャンス★
あと一つで揃うのに・・・
という方には特別にラスト
ワンチャンス！！
当たり数字を掴み取れ。

中国庭園燕趙園入園無料券
（7 月 14 日まで有効）
1日3回
（9:30/13:30/15:00）
の雑技ショーは見逃せない。
国内最大級の中国庭園をお楽
しみください。

ビンゴ賞
湯梨浜産新鮮たまご
1 パック（約 10 個入り）
ビンゴにならなかった方には
6 個入り 1 パックプレゼント

昼食会場
レストラン吉華/豊味園
★会場をお選びください。
A レストラン吉華（ゆアシス東郷龍鳳閣前）
牛骨ラーメンセット or 牛骨つけ麺（冷）セット
※つけ麺は店内受付先着 50 名様。混雑時には龍鳳
閣内「ゆとろぎ」でのお食事（牛骨ラーメンセット
のみ）となります。
B 豊味園 （道の駅燕趙園内）
中華ランチ（中華スープ付）

ゆアシス東郷龍鳳閣中国風呂入浴、
ハワイゆ～たうん入浴無料券
どちらかをお選び下さい。7 月 14 日まで有効
ウォーキングの後の疲れを癒してください。
プラス料金 500 円で水着エリア利用可能です。
水着・タオルのレンタルもあります(有料)

道の駅燕趙園
★梨ソフトクリーム 50 円引き
★お土産 1 割引
中国土産處老龍頭
★楊貴妃のささやき(ソフトクリーム)50 円引き
★お土産 1 割引

豊かな自然の中で
ホタルの生息環境を学ぼう

[開催]６月 17 日（土）
[時間]19：30～21：00
[観察場所]舎人会館、白石川
[内容]ホタルの観察 ホタルの種類や生態について
講師/中前雄一郎氏
[持ち物]懐中電灯、長靴
[問合]中央公民館 (0858)32-1116
羽合分館(0858)35-5344 泊分館(0858)34-3011
◆湯梨浜町にはホタルが生息する環境があり、5 月後半から梅雨の時
期にかけて幻想的な姿を見ることができます。
世界には約 2,000 種類のホタルが生息しているといわれ、日本では
約 50 種類が確認されているんですよ。かつてのホタルは全国の農村
地帯で広く見られていたのですが、昭和 30 年代には生息地の消滅や
減少が起きました。その後、生活環境の改善により姿を消していたホ
タルの復活も徐々に報告されるようになりました。
ホタルは、その生息場所の生き物たちの繋がりを構成する一つの種で
あり、存在が環境保全の一つのバロメーターでもあります。この光を
絶やさないためにも私たち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。豊かな自然の中で、ホタルの生息環
境を学びましょう。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

（日時）7 月 7 日（金）10：30～
■不動滝（湯梨浜町漆原）の恒例行事、
打たれると厄年を「躍年」に変えると
される「滝行」の参加者を募集します。
身も心も洗い直し、日常でも強い心が
保てるかもしれませんね。
冷やしながら水圧
で体を刺激するの
で、美容にもいい
とか(´- `*)
ご希望の方は、下記
までお申込下さい。
漆原区長/西原
(0858)32-1888
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
An artist living in yurihama town to do agriculture

農業で住みます芸人 in 湯梨浜

加藤アプリ

加藤アプリさんの農業体験の様子や、湯梨浜の食材
を使った得意のお料理などが更新されるブログとツ
イッターはコチラ↓いいねをポチっとな。
ツイッターhttps://twitter.com/bat_ten23
ブログ http://agriculture.yoshimoto.co.jp/yurihama/

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

★湯梨浜町 PR 大使★
谷本耕治 Public Relations ambassador
★全国で活動中の“こうちゃん”の近況やスケジュ
ールなどをチェック！みんなで谷本耕治さんを応
援しよう♪ブログはコチラ http://ameblo.jp/koji-tanimoto/
セカンドシングル｢渚にて｣2017 年 2 月 28 日より第一興商カラオケ
DAM への配信決定！カラオケで歌えるよ♪【NO.6485-43】
(問合)プロミネンス・ハーツプロダクション http://p-h-p.jimdo.com/
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

★湯梨浜町観光協会会員募集中★
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。協会の
HP、facebook 等でも優先的にお店やイベントの 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

湯「中国庭園燕趙園 児童節」
中国ではこどもの日を児童節といい、毎年 6 月 1 日に
様々なイベントが行われます。燕趙園でもお子さまが楽
しめるイベントを開催♪

[開催]6 月 10 日(土)11 日(日)・17 日(土)18 日(日)
[時間]9：00～17：00
[入園料]大人 500 円/小中学生 200 円
※団体割引等あり
★17 日(土)ジュニア逢鷲太鼓★11:00～/14:00～
★児童節こども２大特典★
①チャイナ服レンタル無料（各日先着 5 名）
②パンダチョコのちょっぴりプレゼント
★道の駅燕趙園よりプチケーキプレゼント★
小学生以下のお子さま限定、売店へお立ち寄り下さい。
★ふわふわで遊ぼう★ ★スリラー迷路★
★雑技ショー（9：30／13：30／15：00）★
洗練された中国雑技をご覧下さい。

[会場･問合]中国庭園燕趙園
湯「第 8 回おはなしの会」

(0858)32-2180

歌あり、映像ありの楽しいひと時。来場者には中国庭園燕
趙園入園券、ゆアシス東郷龍鳳閣割引券をプレゼント♪
バルーンアート、ゆりりんも遊びに来てくれるよ。ご家族
皆さまでお越し下さい。

[開催]6 月 18 日（日）
[時間]10：30～12：00
[会場]湯梨浜町中央公民館（湯梨浜町龍頭 505）
主催/楽笑本舗 後援/湯梨浜町・湯梨浜町教育委員
会・日本海新聞社 協力/ゆアシス東郷龍凰閣・ハワ
イゆ～たうん・中国庭園燕趙園
[問合]090-2802-3500 心結（みゆ）
倉「第７回中部発！食のみやこフェスティバル」
鳥取県中部でとれた旬のフルーツや野菜、お肉に魚など
ご当地グルメが集結！ステージイベントや体験コーナー
もありますよ。フェスティバル会場「観光テント」では特
産品や美容セットが当たるガラポン抽選会もあるから最
後まで見逃せな～い！

[開催]6 月 24 日（土）9:00～16:00
6 月 25 日（日）9:00～15:00

[湯梨浜ブース]みんな遊びに来てね♪
レストラン吉華:牛骨ラーメン/Repos レポ:たこ焼き、あ
らびきポークフランク他/ゆアシス東郷龍鳳閣:マンゴー
ピン、飲茶各種他/センコースクールファーム:舞茸、レタ
ス、コーラルリーフ他/丸勝青果:果物、野菜各種/ゆりは
まを愛すプロジェクト:ゆりはまアイス(アロカーニバル
実行委員会:アイスコナコーヒー)/橋本製菓:せんべい/お
食事処陽:キーマカレー、かき氷
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（倉吉市営ラグビー場隣）
[問合]中部発！食のみやこフェスティバル事務局
090-9507－4225

◆湯梨浜イベント情報◆
ホタルバス（宿泊のお客様対象）6/10(土)～25 (日)

ハワイアンフェスティバルハワイ in ゆりはま 7/1(土)･7/2(日)

日本のハワイアロハカーニバル 20177/1(土)～8/15(火)
うの海水浴場海開き 7/9(日)～8/16(水)
ハワイ海水浴場海開き 7/15(土)～8/18(金)

水郷祭 7/16 (日) とまり夏まつり 7/22(土)
綱引き大会 7/30(日)

サマーわくわくフラダンスショー7/22(土)･23 (日)･29 (土)･
30 (日)･8/5(土)･8/11(金)･8/12(土) ※7 日間
中国庭園燕趙園庭園花火８/19（土）

※詳細は順次お知らせします。

