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楽しさいっぱい！

湯梨浜町観光協会

会員募集中！！

7/28（金）～8/20（日）

ふれあい動物フェスティバル in 燕趙園
■昨年大好評だった動物園企画の第２弾！今年も中国庭園燕趙園にかわいい動物たちがやってきました。
見て可愛いだけじゃな～い。ハリネズミやミーアキャット・インコやフクロウと一緒に記念撮影ができる
「ふれあい写真館」や、ウサギ・モルモット・ヤギ・ニワトリ、アヒルレースで頑張ってくれたコール
ダックと触れ合って遊ぶことができる「ふれあい広場」もあります。
園内では中国雑技ショーも 1 日 3 回開催（9：30～/13：30～/15：00～）見どころいっぱいの中国庭園燕趙園へ遊びに来てね♪

★アヒルレース★

毎日開催（10:00/14:00/16:00）★ふれあい広場★

毎日開催しているアヒルレースに出場しているのは、マガモを品種改良
し、さらに可愛らしく改良された４羽の”コールダック”。体重は 800ｇ
前後で真っ白な体に黄色いくちばし、おしりをフリフリ歩く姿はとても
愛らしく日本でもペットとして人気が高まっています。人懐っこくてと
にかく元気なコールダックですが、それぞれ性格が違うようです。
スタートの合図でゲートが開き、一斉に歩き出す・・かと思ったら？レー
スの障がい物である“池”を前にしてみんなストップ♪そぉ～っと覗き込
むアイちゃんに、片方の足を出したり引っ込めたりするジョー君( 'ω')、
マイペースなワタル君。でも最後はみんなの応援をうけてゴール！！
なんて可愛いんでしょう♡みんな、お疲れさまでした。
アイ
ノゾミ

ジョー

小動物と触れ合えるコーナー
です。優しく触ってみてね。動
物の餌やり体験もできます。
（数量限定）200 円

★ふれあい写真館★

ワタル

★ベンガル猫と遊ぼう★
美しい黒い斑点がまるで豹のようなベン
ガル猫。名前の由来は？ベンガルトラと関
係すると思われがちですが、実は全く関係
ないようで、野生のアジアンレパードキャ
ット（ベンガル山猫）を基に、いろいろな
品種の猫と交配を重ねて生まれました。
野生的な外見とはうらはらに、大人しくて
穏やかな性格で、水遊びが大好きなベンガ
ル猫も多いそうです♪

ふれあい動物フェスティバル入場料

持参したカメラ、携帯電話で撮影が出来るコーナーで
す。フクロウやミミズク、セキセイインコやミーアキ
ャットと一緒に写真を撮ろう♪

★昆虫コーナー★

★前売り券販売所★

時間/9:00～17:00 会場/中国庭園燕趙園 ・日本海新聞各本支社

入場料（燕趙園入園料含）
一般（高校生以上） 前売り700円（当日900円）
小・中学生

前売り500円（当日600円）

3歳～小学生未満 前売り・当日400円

・鳥取県中部地区の
日本海新聞販売店
・中国庭園燕趙園
・ゆアシス東郷龍鳳閣
・ローソンチケット
（ L コード 62869）

日本には生息していない外国の
大人気カブトムシやクワガタ、ち
ょっと怖いサソリやキモカワイ
イ？ヤスデなど、なかなか見る機
会がない昆虫たちも勢ぞろい。

★中国雑技ショー★

中国数千年の歴史を持ち、全身
嬉しい特典付 ゆアシス東郷龍鳳閣がお得に利用できちゃうんです♪ を使った離れ業として世界中
で注目を浴びている中国雑技。
全館/水着エリア
特別割引 +中国風呂(裸風呂) 中国風呂(裸風呂) 楽しさいっぱい！ふれあい動物 1 日 3 回 (9:30 ～ /13:30 ～
フェスティバル in 燕趙園のチケ /15:00～)公演は必見です。
高校生以上 870円⇒700円 360円⇒300円 ットには、ゆアシス東郷龍鳳閣
※１回の公演は約 25 分
中学生

620円⇒500円

310円⇒250円

3歳～小学生 410円⇒300円

260円⇒200円

の特別割引券と特典付。特典①
お子さま対象動物グッズ抽選会 動物フェスティバル問合/日本海新聞中部本社事業課
特典②牛骨ラーメン 50 円引
（0858）26 -8340

NEW
■日本のハワイアロハカーニバル 2017 イベン
トのレイクアクティビティ ALL 半額 DAY である８月 6 日
（日）、東郷湖に新しいレイクアクティビティがデビューしま
した。その名も「ウォーターリング」。リングの形をした浮き
輪をモーターボートで引っ張り、湖上をスイスイと滑走するス
リル満点のレイクアクティブです。大人 4 人乗りで、乗り合っ
たみんなで協力してバランスを取りますが、どこをどう走るの
かは、お・楽・し・み♪ライフジャケットを装着しますので安
心して楽しむことができます。
湖中のボラもびっくり仰天(ﾟ０ ﾟ ) 華 麗 な ジ ャ ン プ が 見 ら
れ る か も 。10:00 スタートのレイクアクティブですが、9:00
過ぎから駐車場にはたくさんの車！暑い夏を、涼しく楽しく乗
り切ろうという多くのお客様で賑わいました。

東郷湖レイクアクティビティのご紹介(通常料金)
営業時間 4 月～10 月の毎週日曜日 10:00~17:00
受付・問合 café ippo (0858)35-6161 湯梨浜町南谷

NEW★ウォーターリング★
[体験時間]30 分程度
[料金]大人 1,300 円/小学生 800 円

★レイクチューバー★

親子セット 2,000 円

チューブの中に入り、走って回って大暴走
[体験時間]10 分
[料金]大人 700 円/小学生以下 500 円/親子セット 1,000 円

★カヌー体験★

湯梨浜の自然を感じながらスイスイと水面をすすむ心地よさ
[体験時間]約 1 時間
[料金]大人 1,000 円/小学生以下 800 円

★SUP 体験★

水面に立って景色を眺められる！
[体験時間]約 30 分
[料金]大人 1,000 円/小学生以下 800 円

アロハ
カーニバル
限定企画
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Café ippo テラスにて
Terasu

■日本のハワイアロハカーニバル 2017 2 日間限定企画
として 8 月 6 日（日）夕方 5 時から café ippo テラスにて、合同会社 LINO
ヨガ部門ゼネラルマネージャー兼インストラクターの吉田しょうこさんを
お迎えして、テラスヨガが開催されました。
（1 日目は 7/16(日)に終了）
ヨガは約 4500 年前インドから伝わったもので、
「健康法」として知られて
いますが、ヨガポーズと呼吸法で心をリラックスさせ、多くの酸素を取り入れることで心身のリラックス効果が期待できるそ
うです。湯梨浜の自然と調和しながらのヨガ体験は、クールダウン効果抜群！

湯梨浜町 PR 大使 谷本耕治さん
お帰りなさい★地元田後で歌声披露★

■歌とトーク、時には舞踊で全国を駆け巡る”湯梨浜町 PR 大使
谷本耕治“さん。7 月 30 日（日）谷本さんの出身である地元湯
梨浜町田後の納涼祭ステージにて谷本耕治歌謡ショーが行われ
ました。美味しいフードメニューやドリンク、賑やかな笑い声
で盛り上がる納涼祭も終盤に差し掛かった頃、白のスーツに身
を包んだ谷本耕治さんがステージに登場！待ってました♪とば
かりにペンライトや応援うちわを振りながら声援を送られるフ
ァンの皆さま。デビュー曲の「惚れたあいつは旅役者」
、セカン
ドシングル「渚にて」の他、九州で歌う機会が多いことから、
九州出身歌手の曲など、アンコールを含めた全 10 曲を披露さ
れました。このようにして遠く離れた九州でも、鳥取湯梨浜町
のことを歌とトークで紹介してくださっているのでしょう。
これぞ PR 大使ですね( ๑❛ᴗ❛๑) 感謝♡
軽快な MC で会場を沸かせつつ、ステージから降りてお客様一
人一人に歌いながら笑顔と握手で感謝のご挨拶をされました。
“小さい頃から知っとるけど、可愛らしい子だったでぇ。まさか
歌手になるなんて！”と近所のおじさま。今後もますますのご活
躍をお祈りいたします。みんなで谷本耕治さんを応援しよう。

２ ０ １ ７

ゆりりんエントリー中
性 別 女の子（ハワイアンな天女です）
誕生日 10 月 24 日（年齢不詳）
性 格 やんちゃで好奇心旺盛。明るく人懐
っこく、出会った人を元気にします！
趣 味 フラダンス、コスプレ、グラウンド・
ゴルフ、ウオーキングｅｔｃ
特 技 羽衣でひとっとび！！瞬間移動。
羽衣ひとふりで温泉もつくれます！
好 物 湯梨浜のフルーツ、温泉たまご、シジ
ミ汁、アイスクリームｅｔｃ

■今年もゆるキャラグランプリの季節がやってきました。
ゆるキャラとは”ゆるいマスコットキャラクター”の略で各
種イベント・キャンペーン・地域に根ざした活動など、PR な
どに使われるキャラクターのことです。
2010 年から始まったゆるキャラグランプリ、2017 年全国
からエントリーされた 1151 のゆるキャラの頂点は？
皆さまの応援で湯梨浜町の天女キャラクターゆりりんを上
位にランクインさせて下さい。よろしくお願いします。

[投票期間]8 月 1 日（火）～11 月 10 日

パソコン・タブレット・スマホ・携帯電話で投票できます。
①まずは登録しましょう（簡単だよ）
entry@vote.yurugp.jp に空メールを送信します。
②送られてきたメールを開いて、自分のメールアドレス＆パ
スワードを入力して登録します。⇒登録完了
③ゆるキャラグランプリの「ゆりりん」のページを開いて登
録してね。毎日の投票が町の PR に繋がります♪

■梨どころ東郷を代表する梨狩り園「波関園（湯梨浜町別所）
」
。
今年も甘みと酸味のバランスが絶妙な美味しい二十世紀梨の梨狩
りが、8 月 5 日（土）から始まりました。この時期味わえるハウス
二十世紀梨は、3 月上旬から 5 月中旬までビニールで被覆して温
度管理され早く出荷できる果実で、お盆のお供えや贈答品にもぴ
ったりです。市場でも高値で、まだ珍しい高級梨が園内ではなんと
食べ放題なんですよ。
園内の梨は土、木、太陽から水分や養分を蓄えている真っ最中です
ので、甘くてみずみずしい香りと果汁の量がすごい！食べたい梨
を自分で選んで食べられる！これが梨狩りの魅力です。
※8 月 20 日頃～9 月中旬までは露地の二十世紀梨の梨狩りも楽し
めます。直売・進物用も全国発送いたします。直接波関園にお出掛
け
けいただくか、お電話
梨狩り体験料
でもご注文を承ってお
ります。
個人のお客様/大人(中学生以上)850 円 小人(小学生)750 円 園児 550 円
お客様よりご入金⇒確
※入園は無料です。団体(20 名以上)は 100 円引き
認⇒発送 または書
お問合せ・申込・直売
留、着払いでも OK。詳
山陰のフルーツガーデン波関園(なんぜきえん)営 8:00～17:00 P 無料
しくは左記までお問合
〒689-0275 湯梨浜町別所 818-7 TEL(0858)32-1821 FAX(0858)32-2356
せください。

■J リーグでは J クラブの本拠地を「ホームタウン」としています。ガイナ
ーレ鳥取は鳥取県全域をホームタウンとし、皆様と心を通わせ感動を共有で
きる活動をしようと 2011 年から始められました。ホームゲームイベントや
ブース出店による各市町村の魅力ＰＲのほか、関連イベントとして各市町村
に選手やスタッフが訪問し、サッカースクールなどを開催して子どもたちと
の交流なども行っています。湯梨浜町の日は 9 月 10 日（日）に決定！！
日時/2017 年 9 月 10 日(日) 15:00 KICE OFF
会場/チュウブ YAJIN スタジアム（米子市安部 1-1）http://www.yajin.jp/
TEL（0859）24-8023 最寄駅 JR 境線・河崎口駅
対戦相手/Y.S.C.C.横浜

湯梨浜町・境港市にご在住、ご在勤の方
ホームタウン・デイ特別優待価格[まち割]チケット前売券・当日券とも
バックスタンド自由席/大人通常前売り価格 1,700 円⇒1,000 円
★まち割チケット 8/21（月）販売開始
湯梨浜町産業振興課にお問合せ下さい。
（0858）35-5383 平日のみ

チャンス

湯梨浜町ホームタウン・デイプレイベント
★ホームタウン・デイに先駆け「湯梨浜町ホー
ムタウン・デイ プレイベント」を開催します。
ガイナーレ鳥取の選手も参加して、湯梨浜町
の小学生の皆さんを対象としたイベントを開
催いたします。選手と一緒に楽しくサッカー
や公園遊びをしよう。
日時/2017 年 8 月 20 日(月)15:00～16:30
会場/ハワイ夢広場（雨天決行）
対象/湯梨浜町の小学生 ※申込不要
準備物/運動の出来る服装、飲料
お問合せ/湯梨浜町産業振興課
(0858)35-5383 平日のみ

期間/2017 年 7 月 1 日（土）～8 月 31 日（木）
※応募締切り 2017 年 9 月 7 日（木）必着
■観て止まって３つのスタンプを集め
て特産品を当てよう。倉吉市・三朝町・
湯梨浜町・北栄町・琴浦町・蒜山（岡山
県）それぞれの市町村及び地域 27 ヵ所
とスペシャルポイント 2 ヵ所の各施設
にスタンプを設置。
各エリアから 1 ポイントずつ、合計３ポ
イントを集めて応募すると抽選で 6 エ
リアの特産品が当たります。
宿泊は 2 ポイントもらえますので、残り
1 ポイントを別エリアでゲットしてね。
★各施設の応募箱には 8/31 までに投函して下さい。

[問合]鳥取県中部観光推進機構
(0858)24-5024 https://tottori-iyashitabi.com/

夏
湯梨浜町からの
プレゼントはコチラ↓↓

ゆりはまげんき梅セット 2 名様
「人のげんきは町のげんき」をコンセ
プトに新たな地域のげんきを作り出し
た商品です。実が大きく、果肉が厚い、
安定した実りが特徴の「野花梅」を使用
した商品をセットにしました。
※写真はイメージです。

東郷産二十世紀梨 2 名様
空気、水、水はけの良い赤土での環境
で育った湯梨浜町を代表する秋の味覚
「二十世紀梨」。100 年以上にわたっ
て受け継がれた人、技術で育てられた
東郷梨は日本一と賞賛されています。

オリジナル

ポロシャツ
T シャツ

大好評販売中！

トレードマークの麦わら帽子をかぶり、梨栽培に汗を流す 農業で住みま
す芸人、加藤アプリさんのユーモラスなシャレ「ゆりは MAX(湯梨浜、最
高)」と、東郷湖に浮かぶ梨をデザインに取り入れ、日本のハワイらしい
ハイビスカスの花と梨の花をあしらった華やかなデザインのポロシャツ
＆T シャツを只今限定販売中です。詳しくは協会 HP をご覧下さい。
ポロシャツ１枚 3,000 円（税込）色/ネイビー・ブラック
T シャツ 1 枚 2,500 円（税込）色/ネイビー・ブラック
[ご注文の流れ]
※お申込先にて注文販売をいたします。お申込用紙に必要事項を記入の
上担当者へお渡しください。（代金はお申込時にお支払い下さい）
S/M/L/XL 以外のサイズをご希望の方はご相談下さい。
[お申込先] 町内３ヶ所で承り中
★湯梨浜町観光協会[湯梨浜町はわい温泉 5－22]
TEL(0858)35-４052 FAX(0858)35-4701
観光協会 HP でも申込用紙をダウンロードできます。
★湯梨浜町役場 産業振興課[湯梨浜町久留]
TEL(0858)35-5384 FAX(0858)35-5376
★湯梨浜まちづくり株式会社[湯梨浜町龍頭 500]
問題：加藤アプリは↑
湯梨浜町役場東郷示支所 2 階 A 室
どっちでしょう。
TEL ＆FAX (0858)48-6210
※県内外へ商品発送をご希望の方は、下記までお申込下さい。配送料＋
代引き手数料＝1,080 円が加算されます。
★商品発送をご希望の方⇒株式会社シセイ堂デザイン
（鳥取市吉方温泉三丁目 802）TEL(0857)22-1122

FAX(0858)35-4701

ゆ り は MA X写 真 館

湯「中国庭園燕趙園 幻想の夕べ」
灯ろうによる幻想的な園内で、二胡コンサートを開催
します。夏の夜の思い出に♪

[開催]8 月 13 日（日）
[時間]夕暮れ～21：00
[入園料]大人 500 円/小中学生 200 円
★二胡コンサート 19：30～ 出演/花鳥風月
[会場･問合]中国庭園燕趙園 (0858)32-2180
湯「中国庭園燕趙園 庭園花火」
花火に照らされた中国庭園、音と光のコンビネーショ
ンをお楽しみ下さい。

[開催]8 月 19 日（土）
★水上雑技公演★19：30～
園内魚背橋で雑技公演を行います。
[入園料]大人 500 円/小中学生 200 円
★18：00～夜の部入園受付
★夜の部チケットをお買い求め下さい。
[会場･問合]中国庭園燕趙園 (0858)32-2180
湯「第 17 回東郷湖ドラゴンカヌー大会」
仲間たちが力を合わせて漕ぐドラゴンカヌーレース。
今年の夏も東郷湖にアツい戦いが繰り広げられる！

[開催]8 月 20 日（日）
[時間]8：00～少雨決行
[会場]東郷湖ドラゴンカヌー大会実行委員会事
務局 090-7897-1050
★8 月 19 日（土）エキシビジョンレース開催★
飛び入り参加歓迎です。
受付 17：30 表彰式・交流会 20：30～
会場/café ippo

湯「二十世紀梨初出荷式」
アロ～ハ！モニュメント

秋の味覚、東郷の二十世紀梨を乗せたトラックが関西
や首都圏の市場に向けて出発します。JA 女性会によ
る踊りや、こども園の園児による出し物、農業で住み
ます芸人の加藤アプリさんも登場しますよ。

ゆりはまーーっくす
はわい温泉ミスト
美容にイイのよ～

ゆりはまアイス
美味しいよ～♪

ちょ、ちょっと！
男前に撮ってよ

[開催]８月 27 日（日）
[時間]10：00～11：00
[会場]JA 鳥取中央東郷梨選果場
[問合]JA 鳥取中央東郷梨選果場
(0858)32-2014
湯「タマノカンザシ観賞会」
一重咲き 150 株、八重咲き 150 株の優しい香りで皆
さまをお待ちしております。

仕事して MAX♪

進撃しない巨人

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

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
★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 への配信中です。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/

[開催]9 月 2 日（土）
[時間]10：00～12：00
[会場]あやめ池公園
タマノカンザシ通りシェードガーデン
[問合]東郷湖羽合臨海公園 (0858)32-2189
湯「風の音コンサート」
東郷湖羽合臨海公園が東郷湖の環境を考えるきっか
けにしようと企画されたコンサートです。

[開催]9 月 9 日（土）
[時間]18：30～20：30 ※雨天時は体育館にて開催
[会場]あやめ池スポーツセンター横広場
[問合]東郷湖羽合臨海公園 (0858)32-2189
湯「平成 29 年 度第 12 回 東郷梨まつり」
東郷梨の食べ放題や梨ジュース振舞い、梨詰め放題
(500 円)など人気のコーナーが目白押し。
※当日選果場は稼動しません。直売所は営業します。

[開催]9 月 9 日（土）
[時間]10：00～15：00
[会場]JA 鳥取中央東郷梨選果場
[問合]JA 鳥取中央東郷梨選果場
(0858)32-2014

