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湯梨浜町観光協会

会員募集中！！

東郷湖ドラゴンカヌー体験
グラウンド・ゴルフ体験
■平成 26 年から準備を始め、翌年から誘致開始、県外の学校からの視察対応を
行いながら、平成 28 年には初の湯梨浜町への教育旅行を受け入れました。
今年に入り、平成 30 年 5 月 18 日（金）大阪からの中学生 69 名、5 月 23 日
（水）大阪からの中学生 172 名、5 月 24 日（木）愛知からの高校生 88 名、６
月６日（水）大阪からの中学生 104 名、5 月・6 月で 4 件（合計 433 名）の教
育旅行を受け入れ、湯梨浜町の自然や風土を感じながら、東郷湖ドラゴンカヌー
体験と潮風の丘やハワイ夢広場でのグラウンド・ゴルフ体験を通じて多くの「学
び」を得ていただきました。
近年、
「修学旅行」ではなく「教育旅行」という言葉をよく耳にしますが、教育旅
行には、学校で行われる修学旅行や校外学習や野外活動なども含まれています。
この度の中学生は、一泊は はわい温泉旅館「望湖楼」へ、もう一泊は倉吉市で受
け入れ登録されている一般家庭へ宿泊する「民泊」
。
自分たちの住む町を離れ、観光やレジャーだけでなく地域の資源を利用したさま
ざまな体験で、チームワークの大切さや仲間との絆も深めることができる教育旅
行は年々人気が高まっているようです。ふるさとの良さも再認識できたかな。

◆ドラゴンカヌー体験◆
◆チームごとに整列して開校式 → 指導◆
歓迎の挨拶＆ドラゴンカヌーについての説明
のあと、各チームのリーダー（インストラクタ
ー）指導のもとライフジャケットを着用し、
パドルの使い方、安全面での細かい注意事項を受けます。◆いよいよ乗艇◆太鼓役と掛け声を決め、漕ぎ手左右４名ずつに分か
れ、パドルを持って漕ぐ時のフォームを確認。早く漕ぐよりも、太鼓の音に漕ぐタイミングを合わせることが重要です o(･ω･´o)
さあ、ちゃんと合わせられるかな？チームごとに決めた掛け声はさまざまで、先生の名前や友達の名前など、これだけで盛り上
がりますね♪さあ裸足になっていよいよ乗艇準備！ここからがチームワークの見せ所です。いざ、出発！
太鼓の音に合わせてパドルを漕ぎ進め、練習しながらスタート
から約 200ｍ先へ。折り返しコースは、いよいよドラゴンカヌ
ーレースです。みんなドキドキ(* ・Д・)/頑張れー！
◆白熱するドラゴンレース◆静まり返る湖上、真剣な眼差し、
湖上のスタートラインに並んだカヌーに監視船からの合図……
Ready go！！東郷湖に響き渡る太鼓の音、力強い掛け声、
互いに励まし合いながら力いっぱいパドルを漕ぎました。
湖上では、他チームとの交流やドラマもあり。
勝ち負けはあっ
勝ち負けはあっても、チーム一丸となって漕ぎ終えた後の”感動“と”達成感“は、自身のモチベーションを上げ、成長させるもの
となったにちがいありません。

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

◆グラウンド・ゴルフ体験◆
◆開校式◆歓迎の挨拶＆グラウンド・ゴルフについての説明・注意事項のあと、各チーム
のリーダー（インストラクター）指導のもと、準備をしてコースへ移動します。
◆プレイ◆「はい、○○君ここから打つだで」“あ～緊張する”「大丈夫！力抜いて」
「上手
い上手い！！」打つごとに上がる大歓声と皆の笑顔。
グラウンド・ゴルフ体験のリーダーは“地域のベテランインストラクター(◍´ꇴ`◍)”
生徒たちから見るとおじいちゃん、おばあちゃん世代なのです。近年、少子化やライフス
タイルの変化等でこの世代の方と交流する機会が少なくなった今、グラウンド・ゴルフを
通じての世代間交流により、お互いを敬い高めあうことができました。
◆表彰式◆ドラゴンカヌー体験/グラウンド・ゴルフ体験
両体験とも最後は閉校式が行われますが、サプライズで表彰式も準備。カヌー協会、グラ
ウンド・ゴルフ協会、旅館組合、観光協会、望湖楼、湯梨浜町より上位 3 チーム全員に賞
品をプレゼントし、皆さんの頑張りに拍手を送りました٩(*´∀`*)۶
今後も、効果的な情報発信と有益な企画運営等で町を広く PR・誘致していきます。

ゆりはまのアツい夏がやってくる！！

ALOHA って？
アロハにはいろいろな
意味があります。
「ようこそ」
「さよう
なら」
「ありがとう」
「ｌlove you」
たった一言に思いを詰め込んだ魔法
の言葉なのです♪

■湯梨浜町の夏イベントとして定着しつつあるハワイアンなイベント「日本のハワイ
アロハカーニバル」も今年で 4 年目となりました。カーニバル期間中、
「アロハ丼」
「アロハバーガー」
「アロハスイーツ」
「コナコーヒー」
「アロハカップ（お酒）
」など、
湯梨浜町内（一部倉吉市）のアロハ商品提供店舗で、期間限定のお料理をお楽しみ
いただけます。また、期間中はわい温泉・東郷温泉に宿泊されたお客様を対象に、
抽選で日本のはわい（はわい温泉・東郷温泉）の宿泊券、アロハグッズ詰め合わせ等が当たります。
詳しくはアロハカーニバルガイドマップをご覧下さい。
（6 月下旬頃 各店舗、町内観光施設、宿泊施設、観光案内所、配布予定）

★東郷湖レイクアクティブ★特別価格 DAY
東郷湖でモーニングヨガ(AM6:00～7:00/スムージー付）
★メレフラパーティー★
ハワイアンバンドの生演奏をバック レイクチューバー・カヌー・SUP・ウォーターリングが特別
にフラで湯梨浜の熱い夜を盛り上げ 価格で楽しめちゃう。詳細はガイドマップ掲載）
・8 月 5 日（日）
7/22
ます。リクエスト OK!本場ハワイゲ 開催日/７月 22 日（日）
場所/café
ippo
テラス横（湯梨浜町南谷）
ビュッフェ
ストからのサプライズがあるかも。
パーティ
日時/７月 7 日（土）20:00～21:30 申込/ café ippo（0858）35-6161
開催
★フォトコンテスト★
場所/はわい温泉「望湖楼」2 階
わたしが見つけた「日本のハワイ YURIHAMA」をテーマに
チケット/1,000 円
したフォトコンテスト！優秀作品には賞金あり♪
（軽食・ドリンクバー付）
募集期間/７月 7 日（土）～8 月 15 日（水）
申込/アロハカーニバル実行委員会
申込/アロハカーニバル実行委員会
（0858）35-4052
（0858）35-4052
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オープニングイベント
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利用期間 / 平成 30 年 6 月 15 日（金）
～平成 31 年 3 月 15 日（金）チェックインまで

◆グラウンド・ゴルフで温泉宿泊◆
キャンペーン期間中、20 名以上で下記施設に宿泊し、湯梨浜町内のグラウンド・ゴル
フ場をご利用のお客様へ、プレー景品として 3 万円の宿泊券 1 枚を進呈します。
50 名以上のご利用・宿泊の場合は 3 万円の宿泊券×2 枚を進呈。
※学生を対象とした教育旅行のお客様は対象外とさせていただきます。
◆ウォーキングで温泉宿泊◆
キャンペーン期間中、10 名以上で下記施設に宿泊し、湯梨浜町内をウォーキングのお
客様へ、次回利用できる 3 万円分の宿泊券 1 枚を進呈します。
宿泊券はチェックアウト時（精算後）にお渡しいたします。ご利用は発行日から
平成 31 年 3 月 15 日（金）チェックインまで
◆お申込受付◆平成 30 年 6 月 11 日（月）～（なくなり次第終了）
◆各旅館に直接お申込下さい。お申込の際催し案内の写し等の書類が必要となります。
お問合せ/はわい温泉・東郷温泉旅館組合（0858）35-4052
はわい温泉
望湖楼（0858）35-2211 ゆの宿彩香（0858）35-3311
羽衣 （0858）35-3621 別館湯乃島（0858）35-2201
翠泉 （0858）35-2200 民宿鯉の湯（0858）35-3226
ビジネスホテル山本（0858）35-4141

千年亭（0858）35-3731
水郷 （0858）35-3521
東郷館（0858）35-2010

東郷温泉
湖泉閣養生館 （0858）32-0111
国民宿舎水明荘（0858）32-0411
澤の湯
（0858）32-0331

はわい温泉・東郷温泉を訪れるお客様へのアクティブ観光商品としてカヌーの体験プランが誕生します。
パドルを漕いでのんびり遊覧。こんなコース今までなかった ପ(⑅ˊᵕˋ⑅)ଓ 折り返し地点の公園で休憩、写真撮影、足湯（布袋の
湯コース）も楽しめます。さあ、3 つのコースで東郷湖の新たな魅力を探しに行こう♪
★近日オープン予定！観光協会 HP、フェイスブック等でも紹介いたします。お楽しみに(๑•´ ₃ •`๑)

四ツ手網コース（乗艇時間 約 1 時間 30 分）
東郷湖に伝わる独特の仕掛け網“四ツ手網”のすぐそば
をスイスイ♪桟橋の下もくぐれます。
休憩 OK

JR 松崎駅前船着場乗艇
↓
ぱにーに湯梨浜店裏手
↓
四ツ手網付近を周遊
東公園で休憩 OK

布袋の湯(足湯)コース（乗艇時間 約 1 時間 30 分）
羽衣の赤い桟橋の下をくぐり抜けると、目の前には雄大な
東郷湖の大パノラマが広がります。
はわい温泉旅館「羽衣」
裏手より乗艇
↓
めぐみのゆ公園付近を
周遊長和田公園で休憩 OK

休憩 OK
ぱにーに

アロハモニュメントコース（乗艇時間

約 1 時間 30 分）

緑豊かな浅津公園を湖から眺め、やがてアロハモニュメン
ト付近に到着！アロハ～♪記念撮影スポットです。
はわい温泉広場
駐車場湖岸より乗艇
↓
浅津公園内アロハモニ
休憩 OK
ュメント付近を周遊
浅津公園で休憩 OK

営業日/月曜日～土曜日（日・祝日を除く）
プラン(時間) ① 9：00～10：30 ②11：00～12：30
③13：00～14：30 ④15：00～16：30
★１コース１プラン(時間)で実施します。
★一人乗りカヌー5 艇、二人乗りカヌー3 艇
計 11 人まで体験 OK
料
金 大人一人 4,000 円 子ども(小学生まで)3,000 円
※料金には指導料、レンタル料
傷害保険料が含まれます。料金は、
現地にてスタッフにお支払い下さい。
[体験受付]湯梨浜町観光協会
（はわい温泉・東郷温泉観光案内所）

[主催]

（0858）35-4052
遊ビバ！代表 中江吉光
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東伯郡湯梨浜町はわい温泉

■はわい温泉街から香ばしいかおりが～♪
はわい温泉にお住まいの市塚さんは、東京から I ターンで湯梨浜へ移住
され早 5 年。平日は飲食関係のお店に勤務されていますが、以前から大
好きだった“ピザ”の生地から食材までを独学で研究、趣味が興じてつい
に 5 月 12 日（土）はわい温泉のご自宅玄関先で、本格的な石釜ピザ屋
としてオープン！！一見、店舗かな？と、分かりにくい点もこのお店の
個性♪天然酵母のモチモチの生地は石釜でなくては出せない仕上がりで
す。味はピカイチ、市塚さんの人柄もお料理のスパイスになっています
よ。
「日曜日はピザの日♪」皆様ぜひはわい温泉にお出掛け下さい。

はわい温泉駐在所裏手

店名はまだ無い…

【営業日】毎週日曜日 12:00～18:00 お持ち帰り OK★こだわりのアイスコーヒーも人気
★チーズが無くても抜群の存在感。軽くて食べやすく、トマトソース・にんにく・オレガノとオリーブオ
イルで仕上げた「マリナーラ」600 円
★「バジリコの緑、モッツァレラチーズの白、トマトソースの赤がまるでイタリアの国旗を表しているよ
うだ」とマルゲリータ王妃が言われたことから名前が付いたビザの代表格「マルゲリータ」700 円
★チーズ好きにはたまらない！極旨チーズが 4 種類トッピングされ、ゴルゴンゾ
ーラのピリリ感がクセになる「クアトロフォルマッジ」800 円
★ドイツ語で“とうもろこし”の意味をもち、みんな大好きハム＆コーンがお腹に
大満足の「マイス」750 円
ピザ箱なし 50 円引/ドリンクセットで 50 円引
※メニューはその日によって変更になる場合がございます。

ゆりはま HOT なお店紹介♪
つまみ＆びぁ
■ソフトバンクの CM で一躍有名になった
「はわい温泉」看板すぐお隣にある 2 階建ての建物は、土曜日だ
けの隠れ家 “つまみ＆びぁ mimosa(みもざ)”。
県外で定年を迎えられ、奥さまと共に地元に戻って今年の 3 月 8
日（土）ご自宅 1 階に店舗としてオープンされてから 3 ヶ月。
土曜日の PM2：00～PM10：00 のみの営業ですが、ご夫婦のお人
柄とお料理のセンスも合わさって密かな人気店となっています。
昼間は明るい日差しに照らされ、
遅めのランチや午後のひと時を過
ごすことができ、夜は優しい光に
癒されながらお酒を楽しめます。
重厚感のあるグラスに
どっしりと注がれたビー
ルと地元食材を使用した
お料理は、どれも美味し
くてリーズナブル！
前菜の気まぐれ盛り オシャレなお手洗いも必
見です(*˘︶˘*).:*♡
土曜日は mimosa へＧＯ
真鯛のアクアパッツァ
手作りぎょうざ

つまみ＆びぁ mimosa
営業日/毎週土曜日
ＰＭ2:00～ＰＭ10:00
湯梨浜町田後 218- 1
（0858）35－2449

不動滝祭り 滝行参加者募集
日時/7 月 7 日（土）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
洗い直すと、日常でも強い心が
持てるかもしれませんね。また、
冷やしながら水圧で体を刺激す
るので美容にもよいとか。
参加ご希望の方は、下記までお
申込下さい。
[申込]漆原区長/谷脇
（0858）32-1797
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

農業で住みます芸人 in 湯梨浜
加藤アプリさんの農業
体験の様子や、湯梨浜の 加藤アプリ
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↓
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/
(問合)プロミネンス・ハーツプロダクション
http://p-h-p.jimdo.com/

湯梨浜イベント情報
「和菓子づくり教室」
作った和菓子でお抹茶をいただきましょう♪

[開催]6 月 18 日（月）
[時間]9:30～
[参加費]500 円
[定員]15 人 ※定員になり次第締切ります。
[講師]鶴本豊樹さん（お菓子処まんばや）
[持ち物]エプロン、三角巾、手拭い
[場所]湯梨浜町中央公民館/湯梨浜町龍島 505
[問合]湯梨浜町中央公民館(0858)32-1116
「ステンシルアート教室」
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（絵の具）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。自分だけのオリジナル作品を
作りましょう。

[開催]6 月 22 日（金）
[時間]10:00～
[参加費]500 円
[定員]20 人 ※定員になり次第締切ります。
[講師]森本せつさん
[持ち物]無地の描きたいもの（のれん、T シャツ等）
[場所]湯梨浜町中央公民館第 2 研修室
（湯梨浜町龍島 505）
[問合]湯梨浜町中央公民館(0858)32-1116
倉吉「第 8 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、ご当
地グルメ約 60 店舗が大集結！ステージイベントやバター
作りやはし作りの体験コーナー、特産品などが当たるガラ
ポン抽選会もあります。
23 日（土）のステージイベントゲストは今大人気のガン
バレルーヤ！！

[開催]6 月 23 日（土）9:00～16:00
24 日（日）9:00～15:00
◆湯梨浜ブース◆みんな遊びに来てね♪
センコースクールファーム/舞茸・葉野菜他 ゆアシス東郷
龍鳳閣/マンゴーピン・メイピン・飲茶各種 レストラン吉
華/牛骨ラーメン 丸勝青果/野菜・果物各種 ジャパンクレ
ープ/米粉クレープ・タピオカドリンク他 ゆりはまを愛す
プロジェクト/ゆりはまアイス 橋本製菓/せんべい
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実行委員会
090-9507-4225
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
ホタルバス(宿泊者対象)6/9(土)～6/24(日)
第 19 回ハワイアンフェスティバル 2018 ハワイ in ゆりはま

7/7(土)・7/8(日)
日本のハワイアロハカーニバル 20187/7(土)～8/15(水)
日本のはわい de しゃんしゃん傘踊り
7/21(土)・7/28(土)・7/29(日)・8/4(土)・8/5(日)
お子さま花火プレゼント(宿泊者対象)7/21(土)～8/26(日)
綱引き大会 7/29(日)
水郷祭 7/22(日) とまり夏まつり 7/28(土)
あそべる水族園 in 燕趙園 7/28(土)～8/19(日)
中国庭園燕趙園庭園花火 8/18(土)
◆◆海水浴場情報◆◆営業日
ハワイ海水浴場 7/14(土)～8/19(日)
うの海水浴場 7/8(日)～8/16(木)
※詳細は順次お知らせ致します。

