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湯梨浜町観光協会
〒682-0715 鳥取県東伯郡湯梨浜町はわい温泉 5-22
TEL(0858)35-4052 FAX(0858)35-4701
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http://www.yurihama-kankou.jp/

ＦＢ https://www.facebook.com/yurihamakannkou
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湯梨浜町観光協会

会員募集中！！

年

謹んで新年のご挨拶を申し上げます。
昨年は格別のご厚情を賜り、厚くお礼を申し上げます。
平成 29 年度は、香港航空が運航する国際定期便（米子 - 香港）
、
エアソウルが運航する国際定期便（米子 – ソウル）の好調さに加
えて、DBS クルーズフェリーや国内外のクルーズ客船の寄港な
どにより、ますます外国人観光客増に弾みが出てきました。
湯梨浜町観光協会としては、着地型観光商品「今滝 滝床料理プラ
ン」
・
「泊漁港 磯焼きプラン」において、中国・香港・台湾の TV 局
や雑誌社の取材が多く入り、特に滝床料理プランにおいては、鳥取
中部観光推進機構経由も含め、外国人観光客の一般利用も拡大しま
した。また、来年より本格的に受注する湯梨浜町教育旅行商品に関
アロハカーニバルフォトコンテスト優秀賞 かや「静かな東郷湖」
しては、本年度の上期だけで 17 件の視察があり、近畿・中部
地区の教育旅行担当旅行社や中・高教諭が東郷湖周辺や潮風の丘とまりを訪問されました。2020 年の東京オリンピック開催を
契機に、国をあげて観光を日本の基幹産業にするための取り組みが進んでいます。
鳥取県においても、国内外から多くの観光客にご来鳥いただき、滞在や消費による経済効果を得るため、星取県の取り組みや、
ウェルカニキャンペーン・とっとり旅パスポート（トリパス）事業など、積極的に推進されています。湯梨浜町においても、今
後さらに湯梨浜町へ観光客の誘致を図るために、効果的な情報発信と有益な企画イベントの運営、着地型観光商品・教育旅行商
品の推進及びブラッシュアップと同時に、外国人観光客の受け入れ強化を図るべく整備をしていきたいと思います。
本年もより一層のご支援を賜りますよう心よりお願い申し上げます。
湯梨浜町観光協会
会長 中島
守
平成 30 年 1 月
事務局長 若山 訓 / 書記 伊藤やよい

ご

挨

拶

皆さま、あけましておめでとうございます。 どんな新年をお
迎えでしょうか？ 昨年中は、ふるさとの皆さんにも変わらぬ
御声援を頂き、ありがとうございました。
昨年もあちこちお邪魔して、鳥取のハワイ出身歌手が歌うハ
ワイアン歌謡曲｢渚にて｣とともに、日本のハワイ 湯梨浜町を
PR させて頂きました。未だに、ステージで”鳥取のハワイ出
身“だとお話すると、どっと笑いが起きるんですよ。
実際、湯梨浜町に来て下さっている方もいらっしゃいます。
嬉しい事です。今年もたくさんの方に
谷本耕治、そして湯梨浜町を知っていた
だけるよう頑張ります。
今年も応援宜しくお願い致します。
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｣第一興商カラオケ DAM にて大好評
配信中！カラオケで歌っちゃおう！【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/

ご 挨 拶
みなさま！新年、おめで東郷ざいます！いやぁ 2018 年が完全
なるスタートを切りましたね。ここまで切るかってくらい完全
に切りましたね。大丈夫ですかみなさん、2017 年に取り残され
てるよーって方はいませんね？という事で（←どういう事？）
あたくしアプリ、2017 年は、湯梨浜町の皆さまに大変お世話に
なりました。梨農家さんや、お声掛けくださった皆さまや、一
緒に仕事をさせていただいた皆さまに感謝感激雨アプリでござ
います。実るほど頭を垂れる稲穂状態ですね。
垂れに垂れておりますさかいに。本年も、まだま
★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
だ湯梨浜 PR や農業 PR させていただきますので、
意のお料理などが更新されるブログとツイッターは
是非とも“梨ボーイ”こと、加藤アプリをよろしく
コチラ↓いいねをポチっとな。
お願い申し上げまふ。
フレッシュ！
ツイッターhttps://twitter.com/bat_ten23
農業で住みます芸人 in 湯梨浜 加藤アプリ

ブログ http://agriculture.yoshimoto.co.jp/yurihama/

■昨年 4 月から湯梨浜町に移住し、農業で住みます芸人 in 湯梨浜 として
すっかりお馴染みの加藤アプリさん。
アプリさんの指南役として定期的にご来町され、二十世紀梨作りに携わった
お笑いコンビ”笑い飯“の哲夫さんが、地域に元気をもたらそうと、町内事業
所「ぱにーに湯梨浜店」にご協力いただき、ついに二十世紀梨日本一の収穫
量を誇る湯梨浜町の新しいお土産が商品化され
ました。美味しいのはもちろん！お笑いセンス
抜群のネーミングで二十世紀梨と笑いがコラボ。
12 月 5 日（火）から町内 7 店舗と、アンテナ
ショップのとっとりおかやま新橋館・７店舗の
よしもとショップで販売中です。
皆さまもぜひ、笑いながらお召し上がりください。

笑える梨シリーズその① ４分の 3 でもしっとり食べ応え！３/４無しクーヘン(1 箱 4 個入)864 円(税込)

バラ売り１つ 216 円(税込)

二十世紀梨の果汁を生地に練りこみ、梨の
爽やかな香りとしっとりとした口当たりが
たまらない梨クーヘンです。
食感が変わるシュガーのグロスコーティン
グがアクセント！食べやすい４分の１サイ
ズにカットし、個包装になっているので外
出先のお供にもぴったりなのです。

無いのは 4 分の３、仏教に詳しい哲夫さんらしいユニーク
なネーミングですね。
[お客様からのクチコミ] ★★★★★
★しっとりしていて、梨の風味がとても美味
しかったです。個包装だと食べやすい。
★かかっている砂糖が好き！

笑える梨シリーズその② ヘルシーざっこく ざっくざく！ 笑える梨シリーズその③

いろいろ入って飽きなしバー 100 円(税込)
二十世紀梨のドライフルーツ、鳥取県
産の古代米玄米ポン菓子、オートミー
ル、アーモンドやかぼちゃの
種など 10 種の雑穀をメイ
プルシロップとオリーブ
オイルでギュッとかため、
食べやすくカットした雑穀バー
です。ザクザク食感がクセになる～噛めば噛むほどにいろん
な味が楽しめちゃいます。お値段もサイズもお手頃です。
[お客様からのクチコミ]★★★★★
★香ばしくて食感がいい。一度にこれだけの食材が摂れる優れ
ものだと思います。子どものおやつにもちょうどいいです。
★会議前にお腹が鳴らないようにと食べました。美味しいし、
大成功でした。リピ決定です。
★プチダイエット中です。良く噛んで食べるとかなりの満腹感
があります。栄養面でも安心。

あまさとおもしろさのフルーティー

甘すぎて思わずわろうてしまう！こんなん飲んだ
ことなしティー 120 円(税込)
二十世紀梨の果肉から皮までを贅沢に
キューブ状に刻んで丁寧に乾燥させ、キ
ク科のハーブ植物ステビアを絶妙なバ
ランスで調合した二十世紀梨ティーで
す。ステビアはお砂糖の 300 倍の甘み
がありカロリーはゼロ。お砂糖ナシで
OK です。ステビアの甘みだけでなく、
梨本来の甘みと香りがちゃんと残って
いる、なんともリッチな味わいです。
[お客様からのクチコミ] ★★★★★
★梨の香りがちゃんと残っていて爽や
かです。煮出した後の梨の実も食べてみましたが、意外に美味し
かったです。
★ステビアの甘さにビックリ。疲れた時にいいと思います。
★長く煮出すととろみがつき、香りが増して身体も温まります。

町内７ヶ所の店舗にて「笑える梨シリーズ」絶賛発売
中です。１２月５日の発売日には哲夫さんとアプリさ
んが町内販売全店舗をまわり、PR されました。
各店舗、見やすく、可愛く♪レイアウトされています。
[湯梨浜町内販売店]
●ぱにーに湯梨浜店
湯梨浜町旭 27
(0858)24-4722
●国民宿舎水明荘
湯梨浜町旭 132
(0858)32-0411
●ゆアシス東郷龍鳳閣 湯梨浜町引地 560-7
(0858)32-2622
●道の駅 燕趙園
湯梨浜町引地 563-1
(0858)32-2184
●山本みやげ店
湯梨浜町はわい温泉 6-10 (0858)35-4141
●望湖楼（売店）
湯梨浜町はわい温泉 4-25 (0858)35-2221
●アロハカフェ(道の駅はわい)湯梨浜町宇野 2343
050-7123-7654

●よしもとエンタメショップ新宿店
●よしもとエンタメショップ西梅田店
●よしもとエンタメショップ常滑店
●よしもとエンタメショップ新さっぽろ店
●大宮ラクーンよしもと演劇売店
●ヨシモトホール売店(渋谷ビーム内)
●よしもとエンタメショップ沖縄店
●とっとり・おかやま新橋館（アンテナショップ）

■一年で昼が最も短く、夜が最も長くなる「冬
至」。2017 年の冬至にあたる 12 月 22 日
（金）をメインに 24 日(日)までの 3 日間、は
わい温泉・東郷温泉旅館組合と湯梨浜町観光
協会が、温泉の賑わい創出や、皆様が元気に冬
を過ごしていただけるよう願いを込めて町内
7 ヶ所の足湯にゆずを入れ、「ゆず足湯」とな
りました。観光客の方はもちろん、地元のお客
様にも大変喜んでいただけたようです。
集まった約 700 個のゆずは、足湯にするなら
ぜひ使って欲しいと近隣の皆さまからのご好
意でいただいたものです。本当にありがとう
ございました。これからも季節の節目、日本の
風物詩を大切にしていきたいですね。

野鳥観察会研修

■11 月下旬 “漁師のおっちゃん”で馴染みのある地元湯梨浜
町在住の中前雄一郎さんが代表を務める「天神川サケの飼育
放流プロジェクト」が編集を進めた「東郷池周辺お散歩ガイド
自然編 野鳥の部」小冊子が完成しました。
これを記念して、野鳥の会・文化財保護委員・観光ガイドの会、
町内各施設、団体など 20 名が、さまざまな立場から野鳥のや
ってくる自然豊かな東郷湖を元気に発信していこうと 12 月
19 日（火）野鳥観察会が行われました。
この日は気温も低く、雨混じりの天候でしたが、講師である吉
田良平氏（野鳥の会）や中前雄一郎氏の解説で、双眼鏡を覗き
ながら冊子と照らし合わせ、１5 種類の愛らしい野鳥の姿を観
察。季節的な移動をせず、ほぼ一年中同じ地域に生息する留鳥
や、環境や繁殖などの事情に応じて長い距離を移動（渡り）す
福禄寿の足湯
る冬鳥など様々なストーリーや生態を知ることで、豊かな自 （ゆの宿彩香前）→
然も文化財であることを再認識することができました。
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↑大黒天の足湯（ぱにーに湯梨浜店内）
■湯梨浜町と吉本のコラボ企画！
あの笑い飯哲夫さん＆アプリさん
と一緒にゆりはまを存分に楽しめ
ちゃう夢のようなツアーが間もな
く催行となります。湯梨浜町観光ガ
イドの会も倭文神社ご案内で皆さ
まを盛り上げますよ。

満喫
10:45 JR 倉吉駅 集合
11:00 出発
↓
11:20 潮風の丘とまり
オリエンテーション
グラウンドゴルフ体験

12:50 はわい温泉羽衣
昼食/ミニ会席
（温泉付）
笑い飯哲夫
＆加藤アプリ
トークショー

湯梨浜町観光ガイドの会

↓

■12 月 16 日（土）から始まった鳥取と大阪を結ぶ「カニバ
ス」の添乗業務を湯梨浜町観光ガイドの会が担当しており、只
今元気に乗務中です。
★今年初乗務となった、辺美礼（ピョン ミレ）さんは大阪産
まれの大阪育ち、一昨年の 10 月から湯梨浜町地
域おこし協力隊として湯梨浜町で勤務されてい
ま
す。乗務した感想を聞いてみると「最初のあいさ
つでいかにお客様を聞いてくれる体勢にもって
いけるか、短時間で湯梨浜の良さを伝えること
が難しかったです。これからも自分自身が経験したり感じた
”湯梨浜の素晴らしさ”を多くの人に伝えたいです」と笑顔で
答えてくれました。
★同じく昨年 10 月から行われたガイド養
成講座を受講し、今年初乗務となった中国
庭園燕趙園勤務の竹歳杏(たけとし あんず)
さん。
「少し緊張しましたが、お客様と一緒
に楽しみながら案内することができました。
明日燕趙園に行くよ、と言ってくださり嬉
しかったです。乗務するたび自分の案内が
出来るよう努めたいと思います」と意気込みを語ってくれま
した。これからも、安全第一におもてなしをしていきたいと思
います。

15:35 倭文神社参拝
↓
16:25 道の駅はわい
梨のスイーツ試食/お買い物
↓
17:20 JR 倉吉駅 解散

■1 月 5 日（金）毎週水曜夜 7 時～の山陰情報バラエティ BSS
山陰放送「生たまご Bang!」のご一行様が町の開運スポット
の取材として、はわい温泉・東郷温泉観光案内所、はわい温泉
旅館「水郷」、伯耆国一ノ宮倭文神社にお越しになりました。
まず、はわい温泉・東郷温泉観光案
内所にお越しになり聞き込み開始。
カニキャップにシジミつきカニキ
ャップで記念撮影されたあと、吉本
のピン芸人「山田ちゃーはん」さん
がはわい温泉水郷にて、かつての工
芸品だった縁起の良い大将ひょう
たんを使ったランプシェード作り
に挑戦されました。さて、気になる仕上がりは・・・？
伯耆国一ノ宮倭文神社では
”かほり袋”の願い札を奉納さ
れる様子も流れるようです。
（倭文神社社務所/はわい温泉
東郷温泉観光案内所/水明荘に
て販売中）1/17 の放送をお楽
しみに♪

クイズに答えて
湯梨浜のお土産をもらっちゃお～★
クイズ
2018 年は「戌年」
。わんちゃんを飼っておられるご
家庭では、今年の年賀状の写真に愛犬を使われた方
も多いのではないでしょうか。
世界では約 350 種の犬が存在するそうですが、今密
かに人気上昇中で、かつてはアナグマ猟で活躍した
山陰特有のわんちゃんがいます。
マルに入るひらかな 4 文字はなんでしょう。
さんいん○○いぬ

[応募方法]ハガキに①クイズの答え②ご希望の商品③住所④氏名
⑤ご連絡先⑥今年チャレンジしたいこと をご記入の上ご応募ください。
（次回ゆりはまにあに掲載させていただくことがあります）
[応募先]〒682-0175 湯梨浜町はわい温泉 5-22
湯梨浜町観光協会「ゆりはまにあプレゼント係」
[締切り]平成 30 年２月９日（金）※当日消印有効
★賞品の発送をもって発表にかえさせていただきます。
[問 合]湯梨浜町観光協会（0858）35－4052

特賞 はわい温泉・東郷温泉商品券 1 名様
湯「中国庭園燕趙園 春節祭」
400 年以上の歴史がある中国のお正月で大変縁起の
よい伝統的な祝い事です。中国庭園燕趙園でもこの春
節を祝ってイベントを開催します。

★はわい温泉・東郷温泉の各旅館で利用できる 10,000 円分の商品券
です。宿泊及び、食事料金の割引、売店でお土産の購入にも使えます。
本券の金額より少ないお買い物の場合、おつりは出ませんのでご注意
下さい。期限内にご利用下さい。
（期限を過ぎたものは無効です）
利用できる旅館・ホテルはこちらでご確認ください。↓↓
はわい温泉・東郷温泉旅館組合（0858）35-4052
http://www.hawai-togo.jp/html/stay_top.html
提携旅館以外に、仕出し料理店「すみのや」
（湯梨浜町はわい温泉 30-4）
利用できます。(0858)35-3104

A賞

ゆりはまアイス 5 種★詰め合わせセット 3 名様

★湯梨浜の素材や特産物を使ったオリジナ
ルアイスクリームの５種の詰め合わせです。ジューシ
ーなフルーツ系アイスの他に、クセになっちゃう変わ
り種アイスもあるよ～。どれが届くのかはお楽しみ♪

B賞

湯めぐり手帳（入浴券 6 枚入）2 名様

★はわい温泉（望湖楼・千年亭・羽衣・
水郷・ニュー高橋・ゆの宿彩香・翠泉）東郷温泉
（養生館・水明荘・澤の湯）で利用できる入浴券です。
各旅館が表示している枚数をご提示ください。
発行日より 6 ヶ月間有です。
（賞品発送日より 6 ヶ月間有効）
シェアしても使用できます。

ゆの宿彩香

C賞

翠泉

澤の湯

水郷

アニメキャラクターグッズ
3 点セット 5 名様

★大人気アニメの巾着袋、鳥取限定ストラップ、ソ
ックスの 3 点セットです。

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い合わせ下さい。
年会費 2,000 円 （0858）35-4052

[開催]２月 10 日（土）～12 日（月・祝）
2/10（土）中国獅子舞公演（日本鳥取志咸醒獅團）
10：30～/14：00～
2/11（日）バイオリンコンサート
11：00～/14：00～
2/12（月・祝）麒麟獅子舞公演（因幡麒麟獅子舞
の会）11：00～/14：00～
★中国茶体験コーナー、中国雑技ショーでは中国の国
家機密といわれる秘技「変面」を披露。

[入園料]大人 500 円/小・中学生 200 円
[問合]中国庭園燕趙園（0858）32-2180

YIFA 国際理解講座 中国偏 湯梨浜町国際交流協会主催

湯「中国茶セレモニーin 中国庭園燕趙園」

お茶は、味と香りはもちろん 国籍を問わず人と人と
をつなぐ不思議な力も併せ持ち、心を豊かにする魅力
に溢れた嗜好品です。中国はお茶の発祥地ともいわ
れ、その数はなんと数百種類。中国茶の基礎知識とお
作法を学びながら伝統文化の一端を感じ、各種中国茶
の鑑賞、淹れたての香ばしいお茶を味わいましょう。

[開催]２月 18 日（日）
[時間]A クラス 13：30～14：30
B クラス 15：00～16：00
※各回とも申込予約先着 20 名
講師/周 向真先生
（中国茶インストラクター）
[参加費]非会員 500 円
協会員 300 円
[会場]中国庭園燕趙園 ※燕趙園入園料は掛か
りません。裏門からお入りください。
[申込・問合]湯梨浜町役場企画課
（担当/牧田・ジュリアナ）0858-35-5311

E-mail/julianak@yurihama.jp
湯「第 13 回湯梨浜町男女共同参画フォーラム
湯梨浜町ワーク・ライフ・バランスセミナー」
[開催]２月２５日（日）
[時間]9：30 開会・表彰式 10：10 講演会
11：40 質疑応答意見交換 12：00 閉会
※お話の他、歌、朗読もあります。
[講師]佐久間レイさん（声優、歌手、脚本家）
アニメーションや洋画の吹き替え、TV コマー
シャルの他、昭和の歌と語りの「音楽温泉ライ
ブ」を定期的に開催。それいけ！アンパンマン
のバタコさん役、魔女の宅急便の黒猫ジジ役、
ムーミンのミイ役など多数で活躍。

[会場]ハワイアロハホール（大ホール）
入場無料/託児（０歳～未就学児）、手話通訳を希望
される方は 2/7（水）までにお申込ください。

[問合]湯梨浜町役場企画課(0858)35-5311
ハワイアロハホール(0858)35-5678

