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湯梨浜町観光協会

会員募集中！！

■海水浴シーズン到来！7/7（土）うの海水浴場では安全祈願の神事が行われ、翌日 8 日（日）OPEN を迎えました。ハワイ海水
浴場は 7/13 日（金）に神事が行われ、14 日に OPEN を迎えます。打ち寄せる波、白い砂浜、抜群のロケーションの湯梨浜ビー
チで夏を思いっきり楽しみましょう。

うの海水浴場

湯梨浜町宇野

■雰囲気はまさにプライベートビーチ！静かで美しい遠浅の海水浴場
は、宇野地区の皆さんが交代で運営されており、会話も楽しい憩いのビ
ーチです。海の家では、漁師さんから直仕入れのサザエ・アワビ・岩が
き（夏輝があることも！）に舌つづみ。いぎす草（海草）をとろ火で煮
溶かして固めた鳥取県中部のソウルフード “いぎす”は磯の香り
たっぷりの隠れた人気メニューですよ。
※浮き輪・パラソル・ボードの貸出しあり（有料）
[開設期間] 7 月 8 日（日）～8 月 16 日（木）
[監視時間] 8:30～16:30
[駐車料金] 1,500 円（P50 台）
[休 憩 所] 1 棟 利用料 無料

ハワイ海水浴場

湯梨浜町橋津

■白い砂浜、青い海。シュロの街路樹が hawaii を思わせる日本のハワ
イ通称“ハワイビーチ”。ビーチの目の前には、広くて開放的な海の家
が 2 棟あり、フード定番メニューの他、白いかの下足焼きや岩がきも
楽しめます。もちろん温水シャワー（コイン要）や更衣室も完備。
（水シャワー・更衣室は無料）岩付近では小魚やカニの姿も見られ、
磯遊びも人気です。網、ケース、水中メガネも販売中～♪
クールダウンやお食事に海の家をどうぞご利用下さい。
※浮き輪・パラソル・ボードの貸出しあり（有料）
[開設期間] 7 月 14 日（土）～8 月 19 日（日）
[監視時間] 9:00～16:00
[駐車料金] 1,000 円（P100 台）
[休 憩 所] ２棟 大人:600 円/小学生 300 円

カーニバル開催期間 ７/７（土）～８/15（水）
■7 月 7 日（土）から開幕した日本のハワイ アロハカーニバル 2018。
湯梨浜町内（一部倉吉市）のアロハカーニバル提携店舗での期間限定のお料理「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）
」はもうお召し上がりになりましたか？カーニバル
期間中に開催される限定イベントも見逃せません。みんなで参加して湯梨浜の夏を満喫しちゃいましょう♪

東郷湖レイクアクティブ 7/22(日)・8/5(日)
レイクチューバー・ウォーターリング・カヌー・SUP 体験 2 日間の特別価格！
みんなで東 GO 湖へ GO！GO！時間/10:00～17:00（受付 9:00 開始、16:30 終了）
場所/café ippo (湯梨浜町南谷)

SHOKO 先生★爽朝ヨガ開催
テラスヨガでクールダウン。心地よい風を感じなが
ら、心も身体もリフレッシュ。
【料金】
1,000 円 ※café ippo 特製スムージー付！
【時間】６:00～7:30
【会場】café ippo テラス ※雨天時は夢広場

ビュッフェパーティー

7/22(日)限定
★当日先着 50 名様限定★
時間/19:00～ 会場/café ippo
参加費/3,000 円
★ソフトドリンク飲み放題込
※アルコール飲み放題は＋500 円

フォトコンテスト
テーマ/わたしが見つけた
「日本のハワイ YURIHAMA」
最優秀賞/1 点アロハトロフィ
ー及び賞金 2 万円
優秀賞/2 点アロハトロフィー
及び賞金 1 万円
アロハ賞/5 点記念品
（アロハグッズ）
募集期間 7/7(土)～8/15(水)

体験ルポ

今！話題の観光列車
「天地（あめつち）
」に試乗してきました

■平成 30 年 7 月～9 月開催の「山陰デスティネーションキャンペーン」に合わせ、平成 30 年 7 月 1 日（日）山陰線鳥取～出
雲市間を結ぶ観光列車が運行開始となりました。
「ネイティブ・ジャパニーズ」をコンセプトに、車両は山陰両県のさまざまな
工芸品で彩られ、鳥取・島根の美しい車窓を楽しめるように工夫されています。
列車名は、山陰地方を舞台にした神話が多く書かれている古事記の「天地（あめつち）の初発（はじめ）のとき～」という書き
出しに由来しています。2 両編成（５９席）で、土日祝日を中心に１日１往復（年間 150 日程度）運行しており、現在予約は
１ヶ月先まで埋まっているそうです。
[下り]鳥取 9:00 発→倉吉 9:45 発→米子 11:06 発→安来 11:16 発→松江 11:45 発→出雲市 12:47 着
[上り]出雲市 13:41 発→玉造温泉 14:26 発→松江 14:43 発→安来 15:22 発→米子 15:35 発→倉吉 16:36 発→鳥取 17:36 着
◆JR 倉吉駅にも停車し、
鳥取県中部観光へのアクセスも良好な観光列車
「天地
（あめつち）」
を PR するため、
な～んと◟(ˊ꒵ˋ∗)◜∗.♪
運行前の 6 月 25 日（月）”試乗”をさせていただきました。こんな機会は滅多にない♪
試乗コースは、米子⇔鳥取間の[上り]と[下り]。私は[上り]コースを選びましたので、まず米子へ向かいました。
特急おきで GO！さすがに早い。あっという間に米子駅に到
着( *ˊᵕˋ )
車移動がほとんどである私にとって、JR 利用はとても新鮮♪
まずは試乗の受付をしなくては。
あれ？ない・・・どこ？みどりの窓口でも分からず、国際観
光案内所の職員さんに聞いてやっと分かりました。
結果、駅到着が早すぎて受付準備がまだだったようです。
焦りすぎな私、少し反省。

乗車案内 2 号車

◆15:10 駅構内に受付が設置され、天地の車体と同じ「紺碧色」の真新しい法被を着た JR 西日本コミュニケーションズのスタ
ッフが出迎えてくださいました。改札を通り、ホームに降り立つと階段のステップ広告や、地面に直接貼り付けてある乗車案内
にも「天地」が(*≧ω≦*) だんだんと気持ちが盛り上がってきました。
◆列車到着を知らせるメロディーに、参加者もスタンバイ！皆さんが感動の瞬間を捉え
ようと、カメラを持つ手に自然と力が入ります。
キ、キター！！線路の向こうにヘッドライトの明かり。だんだんと近づき、ついに！
山陰の美しい空や海を表現した 車体全体の「紺碧色」と、美しい山並みとたたら製鉄に
因み、日本刀の刀文（はもん）を表現した車体下部の「銀色」の帯模様の全貌を見渡す
ことができました。
全体はメタリックな色彩で仕上げられ、何とも神々しい雰囲気です・:*:・(○´Д｀○)
◆ドキドキしながら列車乗り口ステップをゆっくり進むと、ドアの
向こうはまさに別世界！
パァーッと明るく広がる白木の清潔感、木目調のパネルが
多く使用され、モダンな和室のような温かみが演出
されていました。
天井には、ランプシェードのように用いて
光を演出する”因州和紙”、窓側壁面の一部
エンブレム
には智頭杉や隠岐の黒松を使用した装飾、
テーブルには石州瓦の素材で出来た
鉄道車両では珍しいアルミ製で、一枚板
タイルが施され、高級感が漂っています。
から掘り出しているエンブレムです。
車両の先頭・後尾・側面に計 6 個あしら まだまだじっくり見たいけれど、出発時間になりスタッフに
見送られ、手を振りしゅっぱーつ！
われています。
さてさて、まだ座るわけにはいきません。車内をチェックと
いきましょう♪、試乗した皆さんはあっちへウロウロ、こっちへウロウロ。あちこちで「ほほぉ～」と
いう声と名刺交換の挨拶が聞こえてきました。
◆「これより皆さまを天と地の恵みに包まれる旅にご案内いたします」とステキなアナウンス。
右に大山、左手に日本海を眺められる辺りで”国引き神話”のご案内がありました。神話は知っていても日本海を眺めながらの案
内はまた違った良さがあります。
そして、名和を過ぎた辺りで軽快な音楽が流れてきました。
これは、松江市出身の浜田真理子さんが歌う「あめつちの
テーマ」だそうです
◆そして、楽しみにしていたお食事サービス！
で、これもまた旅気分が盛り上がりました。
[上り]でのお食事サービスは①山陰の酒と肴セット
②松江の和菓子詰め合わせのどちらかを乗車日
4 日前までに予約し[別料金]味わうことができます。
アテンダントの女性が、お客様一人一人丁寧にお料理の説明をされテーブルにセッティングし
てくださいました。いくつか質問をしたのですが、わからないことを曖昧に返答せず正しく確
認してお客様へ伝える姿勢などに、おもてなしの心を感じました (∩ˊ꒳ˋ∩)･*

お料理は、山陰の海の幸・山の幸を季節に合わせて設えた郷土色豊かな逸品で、とても美味しかったで
す。また、物販カウンターもあり、飲み物・特産品もお買い求めいただけます。
少し余裕がでてきたので先頭へ行ってみると、女性運転士さんでした。指差し確認をされている姿がと
てもかっこよかったなぁ῍̩̞(∗ɞ⌄ɞ∗)◞
◆天地は、出雲から鳥取まで片道 3 時間 47 分～55 分で、同じ区間の快速列車よりもゆっくりの走行
で、景色を楽しめるよう 3 区間で速度を落とすという心配り。粋ですね～。
鳥取県内では、国引き神話の案内があった名和～大山口は、時速 45ｋｍにスローダウンされているよう
です。日本各地を走る観光列車はどれくらいあるのかご存知でしょうか。調べてみますと、なんと約 100
種類あるそうです。10 年前に比べると約 4 倍に増えており、年々人気が高まっています。
この度、試乗をさせていただき「列車に乗ることが目的」である意味が、本当によくわかりました。
景色を楽しみ、地域の魅力いっぱいの食事・地酒・スイーツなどをいただける優雅な時間。
列車を利用することで、普段気がつかなかった建物や風景に出会うことができました (❁ᴗ͈ˬᴗ͈)◞
これで温泉に行けたら最高だ！！ということで♪全国の皆さま、観光列車「天地」で、はわい温泉・東郷温泉だけでなく山陰両
県へのお越しを心よりお待ちいたしております。

■６月 30 日（土）中国庭園燕趙園とゆアシス東郷龍鳳閣の共同企画 東郷湖どきどき
ビンゴウォークが、中国庭園燕趙園前をスタート／ゴールに開催されました。
昨年も開催されたウォーキング企画で、受付開始とともに数日で定員に達してしまう人
気ぶり♪この日はあいにくの雨模様のため、キャンセルもありましたが参加者は雨具持
参で元気にスタートしました。コースは 8km と 12km を事前予約で選ぶことができ、
12km コースは燕趙園前をスタート、8km コースはスタート地点である出雲山展望台
までマイクロバスで移動しました。
ここからドキドキビンゴゲームの始まり♪コース内に表
示された数字と手持ちのカードとを照らし合わせながら
ウォーキングを楽しみます。
「あ～無い！！○○ならあっ
たのになぁ。
」
「あったー！」など、皆楽しそう♪
コース内に設けられた“おもてなしポイント”ではドリン
ク等もサービスされました。
ゴール近くなるとようやく雨も上がり、湖側に虹が((pq•ᴗ• )♬
歩かないと感じることが出来ない季節の風景に感動しながら、さらにゴールを目指します。ゴールのテント内ではスタッフが
拍手で迎え、さらにビンゴゲームの“ラストチャンス“として箱に入れられた数字を引き当てることができるのです。
見事希望の数字を引き当てて“大当たり”になると、大きな歓声と拍手が起こり参加賞である”新鮮湯梨浜たまご“が増量！！
そしてゴールのお楽しみは、湯梨浜町の素材や特産物を使ったゆりはまアイス。現在 19 種類のアイスクリームはいちご、キ
ウイ、梨、梅、メロン 4 種、ゆずはっさく、ピオーネ、かぼちゃ、さつまいも、昆布出汁、生姜醤油、しじみみそ汁、バジル、
トマト、酒粕 2 種あり、種類の多さに選ぶ楽しみもあったようです。
ウォーキングリゾートである湯梨浜町では、各所で様々なウォーキング教室やイベントを展開しております。歩くことが大好
きな皆さま、イベント未経験の皆さまも、季節によって日によって毎日同じ風景は無く、きっと新しい気づきがあるはずです。
今後も、歩くことにプラスした楽しさ満載のウォーキングイベントが見逃せません。

in 燕趙園

開催期間/７月２８日(土)～８月１９日(日)
会場/中国庭園燕趙園
時間/9:00～17:00

■来場者を出迎える鮮やかなウェルカム水槽をはじめ、ペンギン
やクラゲなど水族館で人気の生き物たちが夏休み限定で、中国庭園
燕趙園にやってきます。
「ペンギンのおさんぽ」や「お食事タイム」
「水族園ガイドツアー」
など学び・遊べるイベントも盛りだくさん！大人も子どもも世代を
超えて楽しめる水族園へ、ぜひお出掛け下さい。

※最終入園 16:30

お問合せ

日本海新聞中部本社事業課
（0858）26-8340
中国庭園燕趙園
（0858）32-2180

水族園ガイドツアー 土・日曜日 午後 1 時～
●専門のスタッフが生態や特徴についてわかりやすく解説します。
お食事タイム 月・水・金曜日
午前 11 時 30 分～ペンギン 午後 2 時 30 分～魚の水槽
ごはんを食べるかわいい姿を見ることができます。
ペンギンのおさんぽ 火・土曜日
午前 11 時～/午後 2 時～ 各回約 20 分
会場の外をペンギンがお散歩します。
※ペンギンの体調により中止になる場合がございます。

遊べるコーナー

金魚すくい、ザリガニつり 無料

清末先生といっしょにおさかなの不思議とおもし
ろさを楽しもう 対象年齢／小学生以上 10 名
7 月 30 日（月）午後 1 時～午後 1 時 30 分
漁師のおっちゃんのおさかな教室
8 月 1 日（水）
・8 日（水）対象年齢/全年齢
午後 1 時～午後 1 時 30 分

ゆりはま夏まつり
■神社の神様や、歴史ある行事などを祝う
「夏まつり」
。夜店や花火、ワクワクがいっぱいのゆりは
まの夏まつりに遊びに来ませんか(○´v`○)

水郷祭

会場/東郷湖畔公園

東郷湖での漁業の安全と豊漁を湖の神に感謝するお祭りで、昭和
24 年、松崎地区の青年グループによって始められ今年で 69 年
目を迎えます。湖上大花火は、湖面と夏の夜空が華やかに彩られ
山陰を代表する夏まつりとして発展してきました。
[開催日］7 月 22 日（日）
17:30 オープニングイベント/東郷中学校ブラスバンド
東郷中学校「翔龍隊」龍おどり
19:00 浪人おどり
19:30 神輿渡御
19:50 灯ろう流し
20:30 湖上大花火大会

とまり夏まつり

会場/泊地内・泊新港

泊地区にある灘郷神社の夏まつりが港祭りとして始まったもの
で、昔は旧暦 6 月 20 日に行われる恵比寿祭りで「えべっさん」
と呼ばれていました。午前中、榊・神輿で泊区を練り歩き、夕方
からはステージイベントで盛り上がります。
[開催日] 7 月 28 日（土）
8:45 榊・神輿
17:30 泊小学校鼓笛隊パレード
18:20 ステージショー
20:40 海上大花火大会

綱引き大会

会場/ハワイ夢広場

湯梨浜町の子どもから大人まで約 50 チームが参加する綱引き大
会で、監督・コーチ・選手（交代要員）の 12 名 1 チームが熱い
戦いを繰り広げます。
[開催日] 7 月 29 日（日）
15:30 受付開始
16:00

開会式/東郷小学校「飛龍隊」

平成 30 年写真コンテスト作品募集！
「湯梨浜夏まつり」をテーマに、綱引き大会、水郷祭、とまり夏
まつりのイベント・花火等を対象とした作品を募集します。
最優秀賞 1 点/優秀賞数点
★各賞受賞者へ副賞を贈呈。入賞作品は広報ゆりはまにて発表し
ます。皆さん、ふるってご応募ください。
応募締切り/平成 30 年 8 月 24 日（金）当日消印有効
◆問合わせ◆湯梨浜夏まつり実行委員会事務局
湯梨浜町役場企画課 (0858-35-5311)

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↓
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
「日本のはわい de しゃんしゃん傘踊り」
毎年お盆に鳥取駅前周辺で開催されている「鳥取しゃんし
ゃん祭」で踊られる、鳥取しゃんしゃん傘踊りが日本のは
わいにやってきます。

[開催]7 月 21 日（土）・28 日（土）・29 日（日）
8 月 4 日（土）・5 日（日）
[時間]20：15～20：30
[会場]はわい温泉広場特設ステージ
出演団体/百花繚蘭（ひゃっかりょうらん）・砂人
（すなんちゅ）・暁（あかつき）
[問合]はわい温泉・東郷温泉旅館組合
(0858)35-4052
「椿翔太テノールコンサート」
湯梨浜町出身のテノール歌手 椿翔太さんがピアニストと
共にイタリアより凱旋します。未就学児の入場は出来ません。

[開催]7 月 29 日（日）
[時間]14：00 開園（開場 13：30）
[チケット]★一般（高校生以上）2,000 円
（当日 2,500 円）
★小・中学生 1,000 円（当日 1,200 円）
★障がいのある方 1,000 円（当日 1,200 円）
[会場]ハワイアロハホール
[申込]湯梨浜でクラシックを聴く会
090-5269-7777
「ぐるっと湯梨浜ナイトハイク」
東郷湖半周コース/1 周コース
中央公民館では豚汁サービス、星空観察会も行います。

[開催]8 月４日（土）
[時間]17：30～(受付 17：00～)
[集合場所]ハワイ夢広場（湯梨浜町南谷）
[参加費]100 円
[申込み期限]7 月 27 日(金)
[申込・問合]湯梨浜町教育委員会生涯学習・
人権推進課(0858)35-5368
「中国庭園燕趙園★庭園花火＆幻想の夕べ」
約 2,000 発の打ち上げ花火と中国庭園燕趙園コラボ企画。
花火の光が園内を彩り、エキゾチックな空間を演出しま
す。こんな花火見たことない！池を使った不思議な花火も
登場しますよ。

[開催]8 月 18 日（土）
[時間]夜の部 18：00 開園 19：45 水上雑技公演
20：00 花火打ち上げ
[会場]中国庭園燕趙園
[入園料]大人 500 円 小人 200 円
[問合]中国庭園燕趙園 (0858)32-2180
「第 18 回東郷湖ドラゴンカヌー大会」
仲間達が力を合わせて漕ぐドラゴンカヌーレースです。

[開催]8 月 19 日（日）
[時間]8：00～
[会場]東郷湖羽合臨海公園ハワイ夢広場
[問合]東郷湖ドラゴンカヌー協会事務局
090-7897-1050
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

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｣郵送の他、協会のフェイスブック等でも、お店
やイベントの PR をさせていただきます。

