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湯梨浜町観光協会

★得する街のゼミナール★

湯梨浜町まちゼミ体験してきました♪

会員募集中！！

体験ルポ
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お店の人が教えてくれる、得する街のゼミナール 通称”まちゼミ”は、平成 14 年愛知県岡崎市で始まり、2018 年 10 月現在全
国 365 地域で行われています。鳥取県では湯梨浜町（10/11～）
、鳥取市（11/1～）
、倉吉市（11/9～）で行われ、ますます人
気が高まっています。今年で 2 年目となる湯梨浜町でも、
「つくる」
「たべる」
「まなぶ」
「きれい」
「健康」のジャンル別に、昨
年よりも２つ多い 50 のまちゼミが行われました。そんなまちゼミ体験を、ほんの一部ですがご紹介させていただきます。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

魅せる！フルーツカッティング Café ippo 恥ずかしいくらいが丁度いい！作詞体験
＊
10 月 17 日（水）Café ippo (湯梨浜町南谷 573)
今までにないまちゼミ！いったいどんなゼミな
戸田賢二
で行われたまちゼミに参加してきました。エプロンと三
のか？興味津々で申し込みました。講師はシンガー 行政書士事務所
角巾＆手洗いで準備 OK！
ソングライターでもあり、行政書士でもある戸田賢二さん。ゼミの
部屋には、ギターやピアノ、楽譜や音楽関係の本、
講師は Café ippo パティシエの藤平
ＣＤがズラリ。まず、作詞のタブーとは？
実喜さんです。
「自分の気持ちを書いてはいけない」そこからビッ
5 名の参加者全員で自己紹介。いろい
クリ(´•̥̥̥̥̥̥д•̥̥̥`
̥̥̥ `๑)‧º·˚作詞の方法にもいろいろなパタ
ろなお仕事、経歴をお持ちの皆さん
ーンがあるとは思いますが、自分の経験や気持ちを
で、最後どんな風に仕上がるのかとて
そのまま詩にすれば良いのだとばかり思っていま
も楽しみになってきました。
した。どこから何を書けばよいのか、理論的で実践
この日準備してくださったのは、
的な歌詞づくりのノウハウを学ぶことができまし
パイナップル・リンゴ・イチジク・
た。とは言っても、一度ゼミを受けたからといって
キウイ・グレープフルーツなど
上手く作詞ができるというわけではなく、日々の生活の中で感情を
色とりどりのフルーツたち。
言葉に出してみたり、別の観点で見聞きしたり、語彙(ボキャブラ
見て香るだけで美肌効果がありそうな？
リー)を増やすために本や新聞を読んだり、時には苦手だった人と
まさに、そんな雰囲気です♪
話しをしてみたりすることも大切なのだと実感しました(๑•⌄•๑)
よく切れる包丁に、まずビックリ！
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
「うちねの包丁は、まず研いでかからんと
いけんわぁ」皆さんウンウンと納得の表情。
ビートルズで聴き比べるＬＰレコードとＣＤ
＊
まずはグレープフルーツから♪
旅館水郷
講師には、知勇と開運をもたらすとされている大将
縦にカット?！このように切ったことは
ひょうたんの宿「はわい温泉旅館
水郷」の岸田篤周さん。
なかったのですが、種の付き方、繊維の
旅館経営をしながら、ひょうたん細工やビートルズをこよなく愛す
向き、食べやすさ、美しさ全てが理にかなったカット方法
に目からウロコ状態です。りんごの飾り切りでは「あっ！」 とても多彩な方なのです(ღ•͈ᴗ•͈ღ)この日の参加者は４人。全曲に
精通しているベテラン強者、親が好きで自分も好きになったという
「あれ、いけん！」
「難しいわ～」など、いろいろな声が聞
若い世代、広く浅くタイプの私と、キャリアは違えど、共通してい
こえてきましたが、仕上げの盛り付けでは、この日一番の
るのはこのゼミに興味をもって参加しているということです。
真剣な眼差し。
「○○さんの、ここがいい！」
「すごく綺麗
50 年前、2 枚組で発売された歴史的名盤「ホワイトアルバム」Ｌ
だよ～」皆で褒め合い合戦です♪それでも何とか形にな
Ｐ盤を１～２曲聴いたあと、ＣＤ版を聴き比べました。何と表現し
り、それぞれに個性溢れる素敵な盛り付けとなりました。
たらよいのか悩んだあげく、「ＬＰがじゅうたんならＣＤは床」と
互いに会話ができるほどの少人数のため、参加者同士もす
答えたのですが、皆さま流石！「解ります！」と言ってください
ぐに仲良くなれます。そして、ゼミ後の店内はなぜか最初
ました。講師によるとＣＤのようなデジタル音源は、人が聞き取れ
の印象と違って見えるから不思議です。お店を “もっと知
ない一番高い音域と低い音域をカットして容量を減らしてあると
りたい”という気持ちが強くなるからでしょうか。
のことです。
これをきっかけに
3 大名曲選びや国別によっての形態の違いな
Café ippo のイベ
ど、多岐にわたって語られたビートルズ談義。
ントにも参加して
初めて会う皆さんと音楽を通じて交流がもて
みようと思いま
る、秋の夜長に相応しい楽しいひと時でした。
す。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
神話の時代から登場し、時
甘党でも飲める日本酒さがし 松本酒店 夕方～夜にかけて開催された夜のまちゼミ。
代の移り変わりとともに変化を遂げている日本酒。
甘口、辛口、そのまま飲んだり、冷やしたり燗をしたり、どんな料理にも合わせられる様々な日本酒があります。
この日行われたのは「甘党でも飲める日本酒探し」
。講師は、松本酒店店主の松本大介さん。(湯梨浜町久留 55-1)
日本酒ブームが起こったのは、女性からも人気で、まろやかで飲みやすい口当たりの”甘口”のお酒が支持された
のがきっかけなのだそうです。甘口とは、単に“糖度”ではなく日本酒の比重を表すために作られた「日本酒度」
によって計測される目安で、そこに米などの原料から発生した乳酸、クエン酸、リンゴ酸などの“酸度”が加わり、
豊かな味わいを作り出しているようです。深い！！(∩ˊ꒳ˋ∩)･* 試飲するごとに、ボトルやラベルのデザインを
鑑賞して解説を聞く。なんとも贅沢なひと時です。一口含むごとに広がる芳醇な香り、白ワインかと思ってしま
うほどの飲みやすさに驚きの連続でした。全国のお酒たちこの一滴に、造り酒屋さんの魂が込められているかと
思うと感慨深いものがありました。全てが新発見！お酒に合うお料理が作ってみたくなりました。

湯梨浜町観光ガイド養成講座 開講中！
10/11（木）養成講座① 開講式/研修 羽合歴史民俗資料館の資料の読み解き方
平成 30 年度湯梨浜町観光ガイド養成講座が始まり、新メンバー２名を含む 9 名の参加者が、気持ちを新たに開講式に臨みまし
た。この日の研修は、講師 町産業振興課 宮川紳氏による「湯梨浜町羽合歴史民俗資料館の資料の読み解き方」。
“役場の隣に資料館があるのは知っているけれど、入ったことはない”という人も多いようですが、古代史を考える上で数多い大
変貴重な資料が展示されているのです。この資料館は、昭和 59 年 10 月に開館したもので、湯梨浜町の中でも羽合地域の弥生
時代・古墳時代の展示物を中心に紹介されています。
展示物は、長瀬高浜遺跡（国重要文化財/伯耆長瀬高浜遺跡出土埴輪一括 県保護文化財/長瀬高浜遺跡玉作関係資料一括）が全
体の 9 割、残りの 1 割は橋津古墳群（国指定史跡/橋津古墳群出土遺物）です。
昭和 49 年、湯梨浜町長瀬の厚さ約 6m の砂の下からひとかけらの土器片が見つかり、昭和 52
年から 7 年間にわたって発掘調査が行われ、弥生時代から室町時代頃までの約 1800 年もの間に
営まれた「長瀬高浜遺跡」が発見されたのです。その面積はなんと約 5 万㎡にものぼります。
弥生時代には、日本で最も古いもののひとつと考えられる玉作工房跡や墓地も作られ、古墳時代
には 262 棟以上の竪穴住居跡、神殿風の掘立柱建築跡からなる大きな村が営まれたこともわか
りました。古墳時代の半ば頃になると、村が急激に縮小され古墳が造られるようになります。
奈良・平安時代になると役所跡と思われる掘立柱建物跡の他、役人が
身に着けていたベルトの飾り金具なども見つかっています。
さらに、中世頃には大規模な畠がつくられていたこともわかりまし
た。
埴輪の形を見ることで、当時の暮らしが分かる→玉作資料からどのよ
うにして装身具を作っていたのか。穴はどのように開けたのか、失敗
しなかったのか。古墳の出土物から、どのような人物の墓だったのか
がわかる→埴輪棺から死者の葬り方を考えてみる。
長瀬高浜 1 号墳から出土した完全な人骨の頭部は、なぜ真っ赤に染められていたのか。住居跡の柱穴から建物の規模や性格が
わかる→塀のかたちや当時の線刻画から大型建物の姿を想像してみる。そして最大の謎は、古墳でもない場所から大量の埴輪が
出土したのはいったいなぜなのか。
＜湯梨浜町羽合歴史民俗資料館＞
単に展示物を見るだけではなく、埴輪の模様 1 本
開館時間 9:00～16:30 休館日 12/29～1/3
1 本に 1600 年前の時代に生きた人々の息づかいを
入館料 大人 100 円 小・中学生 50 円 ※団体料金（20 人以上）は各
感じ、様々な資料から現世では誰も見たことのない
20 円引き 施錠されている場合がありますので、平日入館希望の方は、
“当時”を自分なりに想像し、思い描いて見ていくと、
町生涯学習・人権推進課まで。土日祝に見学ご希望の方は、月～金まで
興味関心が深まるのです。
に町生涯学習・人権推進課までご連絡ください。(0858)35-5368
謎の多いこの時代、まさにミステリー！
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
「潮風の丘とまり」は、1993 年（平成 5 年）に整備された
10/24（木）養成講座②
＊
グラウンド・ゴルフの拠点施設で、日本海に突き出した日本
グラウンド・ゴルフの歴史を学び実際にプレイしてみよう
湯梨浜町がグラウンド・ゴルフ発祥地であることは知っていても、 海コース、鳴り石の浜が一望できるインコース、一番高く全
プレイする機会がなかった参加者でしたが、この日はグラウンド・ 景が見渡せるアウトコースの天然芝 8 ホールの専用コース
ゴルフの聖地”潮風の丘とまり“にて、グラウンド・ゴルフ誕生か を完備。また、340ｍを一気に滑り降りるスーパースライダ
ら全国に普及する活動まで現在も幅広く活躍されている河本清廣 ーも子ども達に人気です。グラウンド・ゴルフ発祥地大会、
氏（公益財団法人 日本グラウンド・ゴルフ協会 常任理事）を講 ジュニアグラウンド・ゴルフ発祥地大会、グラウンド・ゴル
師に、グラウンド・ゴルフの誕生秘話などを聞きながら実際にプ フ国際大会 YURIHAMA なども開催され、遠く海外からもた
くさんのプレイヤーがお越しになります。
レイをし、ルールやスコアカードのつけ方を勉強しました。
グラウンド・ゴルフは 1982 年（昭和 57 年）ゴルフ場に行かな 大人も子どもも一緒になって楽しめるグラウンド・ゴルフ。
くても、学校のグラウンドでもできるスポーツをイメージして名 誕生から、健康促進や人との繋がりなど幅広い今後の可能性
付けられ、誕生の裏には泊村教育委員会や専門委員会、実践活動 を知ることができました。
には村内の老人クラブ連合や体育指導員な
初 GG の
記念すべき ど多くの人が関わっています。
第一打
翌年には、泊村・鳥取県・日本グラウンド・
ゴルフ協会が設立され、たゆまぬ努力の結
果瞬く間に日本全国へ広まり、現在では
360 万人の愛好者がいます。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
10/29（月）養成講座③ 先進地事例研修 琴浦・大山方面
田中さんのご案内で、本殿・拝殿に施された様々
＊
平成 30 年度は、琴浦町と大山町方面。江戸末期から昭和初期に な彫刻を堪能させていただきました。大山町では、
かけて庶民の建築文化として全国的に流行し、家内安全や無病息 奈良時代の養老年間 金蓮上人によって開かれた
災の家主の願いと、それに応えた左官職人の自慢の技とが融合し 天台宗別格本山角磐山大山寺を大山町ガイドボラ
た「鏝絵」
。左官職人が漆喰壁に”鏝（こて）”で福神や動植物など ンティアの斉藤さんに案内していただきました。
の浮き彫り模様を塗り、絵画的・装飾的ににつけた鏝絵が多く残 養成プログラム 6 回のうち 1 回は「先進地事例
る琴浦町光（みつ）集落で、琴浦町観光ガイド 会長 吉田さんに 研修」として、湯梨浜町外の視察、取り組みや
案内をしていただきました。1 日３～4 回の
事例を学びながら案内方法などを参考にし、
ガイド依頼があり、外国からのお客様も多く
またガイド同士の交流を図りながら湯梨浜町
な
なっているそうです。お次の視察地「神崎神
観光ガイドとしてのスキルア
社」では、総代でもあり家屋調査士でもある
ップを目指しています。

平成 18 年 11 月に企画し、翌年春から始まった着地型観光プラン「今滝 滝床料理プラン」は、今年で 12 年目を迎えました。
平成 30 年度は、5 月から 11 月までの 23 件 564 人（11 月の予約 食事会場/レストラン吉華＆今滝見学）のお客様をお迎え
し、豪快さと幽玄さを漂わせる滝の勇姿を楽しみながら渓流沿いに設置した「床」にて、地元の食材を
ふんだんに使用したお料理を味わっていただきました。
「3 歳は若返った気がするわ♪」
「こんな自然の中で食事ができるなんて素晴らしい」など、嬉しい
お言葉をいただいており、近年では海外からのお客様（問合わせ含）も多くなりま
した。雨天時は、仕出し料理店（レストラン吉華/会席佐藤）でのお食事となり、
希望があれば滝見学とガイド案内も対応しています。
今年は度重なる台風の豪雨により団体・個人プランともキャンセルが相次ぎ、それ
に伴い道路からせり出した枝切り作業や破損した台座の補修作業など、運営に際し
ての整備を要する年でもありました。
特に、台風 21 号後の今滝の状態を整備するには多くの人員が必要となり、
10 月 26 日（金）観光協会・旅館組合・シルバー人材センター・レスト
ラン吉華・湯梨浜町が協力し作業にあたりました。
来年度の運営に際しては、破損した食事用台座の修繕や環境整備が課題と
なっていますが、今後も快適で楽しい時間を過ごしていただけるよう努力
して参ります。ありがとうございました。
＜今滝 滝床料理に関するお問合せ＞湯梨浜町観光協会（0858）35-4052

自分達の生まれ育った湯梨浜町の、特産物・観光・文化・歴史などあらゆる分野のなかで、知りたいこと調べたいことなどをグ
ループ別にテーマを決め、地域の担当者に話を聞きながら調べてまとめる「湯梨浜町立北溟中学校一年生の総合的な学習」で、
10 月 31 日（水）はわい温泉・東郷温泉観光案内所へ「ゆりはまアイス」グループと、
「足湯」グループの学生さんが来所され
ました。
◆4 名の「ゆりはまアイス」グループ。事前に準備した質問にゆりはまを愛すプロジェクト事務局
の若山が答えていきます。はじめは緊張していた生徒さんたちも、だんだんと打ち解け、ちょっと
した疑問にも積極的に質問をしてくれました。質問があるのは自分なりに考えている証拠。より深
い学習となりました。生産者を代表して、樋口農園の樋口さんからアイスクリーム完成までの苦労
話や、素材や町に対する想いなどが話され、最後は樋口農園で作っている 6 種のゆりはまアイス
（バジルソース＆ミルク in チーズ・かぼちゃ・クレオパトラシャーベット・クレオパトラ＆ミル
ク・クレオパトラ＆ロピア・マスクメロンシャーベット）を全員で試食しました。
19 種の中でどのアイスが食べてみたい？という事務局からの質問に「バジルが食べてみたいです」
と言っていた女子生徒さんは、試食アイスの中にバジルがあることを知り、驚きの表情。
「美味しい～爽やかな香りがします」と、とても好評をいただきました。
他の生徒さんも楽しくて驚きの”食レポ”をしてくださり、愛すプロジェクト事務局も
良い刺激を受けることができました。
旬の時期に収穫した地元の特産物や町を代表する素材を使ったゆりはまアイス、生徒さん
たちにはどのように映ったかな。

╚(•⌂•)╝
平成 30 年 6 月 1 日から湯梨浜町内の小浜沖（尾後鼻岬沖 500ｍ、水深 20ｍ）に設置した定置網の操業
が始まり、台風や災害により幾度となく網を引き上げ、その他のトラブルに見舞われることもありました
が、7 月には海の駅とまり「元気海（げんきかい）
」もオープンし、周辺にも賑わいが出てきました。
11 月 1 日の朝、定置網船“とまり丸”の船長より「網にカメさんが入っちゃってのう、今てーて帰っとる
け（今連れて帰っている）見にこんか？」との連絡を受けました。急いで荷捌き所に行ってみますと大型
水槽の中には正真正銘のウミガメの姿！なんて大きいのでしょう。
聞くと、網に入ったのは 3 回目なのだそうです。地元の保育園にも連絡すると、早速見に来てくれました。
「わぁ～大きい！かめ
さんだー」と、初めて見るウミガメに目をキラキラと輝かせる園児達。自然体験が少なくなってきた現代の子ども達ですが、
捕れた魚を嬉しそうに眺めたり、小魚を触ったり、海と親しむと同時に生まれ育った湯梨浜の自然の素晴らし
さを感じることができたと思います。世界で生息が確認されているウミガメは 7 種か 8 種いるそう
一匹ちょーだい♪ ですが、一度海に出たオスと若いウミガメは地上には戻らず一生をほとんど海で過ごすため、世界
にどれくらい生息しているのかはっきりとわかっておらず、成長過程や寿命、年齢など謎が多い
生き物だそうです。このウミガメは、その日のうちに
船を出し、元気に大海原を泳いでいきました。
この日はアカイカ、アオリイカ、サゴシ・ヒラメ・カワ
ハギ・サバ・アジ・フグ・タイなど大漁！
定置網は、平成 30 年度は 11 月いっぱいまで行われ、
朝市は 13 日(火)・20 日(火)・27 日(火)の予定です。
る予定です。

とっとりナチュラルガーデンマイスターによる

リレーで繋ぐコンテナガーデンづくり講座
リレーで繋ぐコンテナガーデンづくり講座
鳥取県では、平成 25 年 9 月～11 月に開催された「全国都市緑化
とっとりフェア」の開催をきっかけに、県内の幅広い緑化の普及、
人材育成に取り組んでおり、湯梨浜町でも東郷湖周辺の緑化推進の
一環としてコンテナガーデンづくり講座が開催されます。
レイアウトを自由に変更でき個性を生かせるコンテナガーデン。
とっとりナチュラルガーデンマイスターによる講座により、身近な
緑を暮しに取り込んでナチュラルガーデンを気軽に楽しんでみませ
んか。これからの時期にピッタリのクリスマス仕様、
お正月仕様など♪アイディアも膨らみますね。
ぜひお出かけください。

[日時]11 月 2３日（金・祝）13:30～15:30
参加無料/定員 50 名程度
[内容]コンテナガーデンの作り方を実演
講師/とっとりナチュラルガーデンマイスター
※製作したコンテナガーデンは、取り組み周知のため公共施設等に設置予定

[場所]東郷湖羽合臨海公園あやめ池スポーツセンター研修室
（湯梨浜町藤津 650（0858）32－2189）
申込締切/11 月 19 日（月）午後 5 時まで

天女に愛される庭づくり(球根植え)体験参加者募集中
[日時]11 月 23 日（金・祝）10:30～12:00
電話・FAX・メールで
[場所]東郷湖羽合臨海公園 浅津公園
お申込みください。
[内容]↓↓↓今年 3 月に地域の皆さんと苗等の
植え付けを行った場所へ、今回は球根類の植え付けを行います。
[申込・問合]鳥取県生活環境部 緑豊かな自然課 緑地公園担当
電話(0857)26-7403 FAX(0857)26-7561
Mail midori-shizen@pref.tottori.lg.jp

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

東郷湖羽合臨海公園ナチュラルガーデンの
気になるその後は？
東郷湖羽合臨海公園浅津地区のリニューアル整備のため、生育不
良や密度の高い樹木を除伐し、見晴らしの良い明るい空間にする
とともに、季節感と彩りのある植栽として提案されたナチュラル
ガーデン。
3 月 18 日（日）講師に世界的に活躍されているポールスミザーさ
んをお招きし、約 20 名の地域の皆さんと一緒に、新しい公園へと
変えていくガーデニング体験教室が行われました。植栽してから
春、夏、秋が過ぎ、これから冬を迎えようとしています。
開花時期を過ぎても一年を通じて楽しめるよう様々な仕掛けが施
されたメインガーデン、横の地表面に植栽した植物
には、旧泊村の村花であるつわぶきが黄色い花をつ
けていました。自然の心地よさを大切に、楽で豊か
な時間を過ごすことができるそんな公園
づくりを目指していきます。

湯梨浜イベント情報
「中国庭園燕趙園 第 25 回中華コスプレ」
国内最大級の中国庭園燕趙園。中華コスプレの聖地にて開
催される大人気イベントです。園内はまさにチャイナワー
ルド！！一般の方もご入場いただけます。

[開催]11 月 24 日（土）・25 日（日）
[時間]両日とも 9:00～17:00
[入園料]大人 500 円 小人 200 円※団体割引あり
◆中華屋台◆（牛骨ラーメン・中華まん他）
燕趙園前 11:00～14:00
◆チャイナドレスレンタル特別割引◆
大人 500 円→300 円 中学生以下 300 円→無料
[問合]中国庭園燕趙園(0858)32-2180(ニーハオ)
★あやめ池ウィンターイルミネーション 2018★
6 万 5 千球の LED を使用し、鯉・白鳥・あやめの花をモ
チーフにしたオブジェなど、水面に映る幻想的な光をお楽
しみください。

[ライトアップ期間]2018 年 12 月 1 日（土）
[会場]あやめ池公園
～2019 年 1 月 3 日（木）
[料金]無料 P 無料
[問合] 東郷湖羽合臨海公園あやめ池スポーツセンタ ー
（湯梨浜町藤津 650）(0858)32-2189
★燕趙園イルミネーション上昇輝龍★
「上昇輝龍」は皇帝の象徴でもある「龍」をテーマに、約
3 万球のホワイトイルミネーションが中国庭園を彩りま
す。昼間とはまた違った庭園をぜひお楽しみください。
5 日間はあったかスープの振舞いがありますよ～♪
[ライトアップ期間]2018 年 12 月 15 日（土）
16 日（日）/22 日（土）/23 日（日）/24 日（月・祝）
[ライトアップ時間]17:00～21:00

[会場]中国庭園燕趙園
[料金]入園料大人 500 円 小人 200 円
[問合]中国庭園燕趙園 (0858)32-2180
★はわい温泉広場イルミネーション★
クリスマスのわくわくを演出するクリスマスツリーが今
年もはわい温泉に登場します。足湯のあとの癒しのスポッ
トです。
[ライトアップ期間]12 月 1 日（土）～24 日（月・祝）
[ライトアップ時間]17:30～21:00 P 無料
[問合]はわい温泉・東郷温泉旅館組合（0858）35-4052
告知★クリスマス花火鑑賞 2018★
12 月 22 日（土）・23 日（日）20:15～20:30
打ち上げ場所/東郷湖羽合臨海公園 浅津公園
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

湯梨浜町 PR 大使 谷本耕治
★湯梨浜町出身歌手谷本耕治さん 全国で
活動中！スケジュールや近況、温かく
人情味溢れる耕ちゃんのブログ「人生相場」
は要チェックだよ♪
みんなで谷本耕治さんを応援しよう。
https://ameblo.jp/koji-tanimoto/
8/29 新曲リリース！！「桜散る/人生相場」

3 月 18 日

→

→

11 月 8 日

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

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や町内外での活動の
様子が更新されるブログとツイッターはコチラ↓↓
https://twitter.com/bat_ten23
http://agriculture.yoshimoto.co.jp/yurihama/

(問合) タニテツプロ合同会社 TEL/FAX 03-3361-3455

谷本耕治★年忘れコンサート開催
日時/2018 年 12 月 9 日（日）
13:00 会場 13:30 開演
会場/倉吉交流プラザ視聴覚ホール
（倉吉未来中心隣 倉吉市立図書館 2 階）
チケット/5,000 円（全自由席）
◆チケット取扱い◆
倉吉パープルタウン 1F インフォメーション
倉吉未来中心

