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湯梨浜町観光協会

会員募集中！！

◆「湯梨浜町教育旅行プラン」について、平成 26 年度より湯
梨浜町・東郷湖ドラゴンカヌー協会・グラウンド･ゴルフ協会・
県内組織とも連携を取りながら準備をすすめ、エージェントに
誘致を開始。県外の中学校・高校からの視察対応を行い、平成
26 年 9 月に湯梨浜町初の教育旅行の受け入れを行ってから約
3 年が経過しました。
近年、観光だけでなく課題の発見と解決に向けて主体的･協動的に学ぶ学習や、体験型を重視した旅行プランが注目されており
平
鳥取市や倉吉市においても中山間地域の農家との交流を目的に、受入が増加傾向にあります。
中学校の教育旅行では、2 泊 3 日のうち 1 泊は民泊、1 泊は旅館に宿泊するプランが人気のようです。民泊では、1 家庭が３～
４名程度の受け入れをし、都市部では体験できない梨の袋掛けや田植え体験等を
指導。家族のように触れ合いながら田舎の魅力を知ることができます。
（湯梨浜町内では行っておりません）

県内で様々な体験プランがありますが、湯梨浜町での体験プランは、町の中心に
ある東郷湖でチームの心を一つにして漕ぐ「ドラゴンカヌー体験」と、地元ベテ
ラングラウンド･ゴルフインストラクターと共にスポーツを通じた世代間交流に
より豊かな心とコミュニケーションが身につく「グラウンド･ゴルフ体験」です。

●ドラゴン･カヌー体験●
◆生徒さんが到着。まずハワイ夢広場で開校式を行いました。東郷湖ドラゴンカヌー協会の吉岡会長より歓迎の挨拶、ドラゴン
カヌーの歴史や体験についての説明を受けます。
「ドラゴンカヌーを知っている人？」の問いかけに、皆さんは首を横に( *ᵕᴗᵕ*)
ほとんどの人が初めての体験ということで指導にも熱が入ります。開校式が終わると、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
方や安全面での細かい注意事項を受けます。大切なのは、それぞれが早く漕ぐよりもチーム
全員で息を合わせて漕ぎ進めることなのです。陸上指導のあと、いよいよ乗艇( •̑₀•̑ )ʺ̤
配艇係の指示に従って、一人ずつ順番にカヌーに乗り込んでいきました。皆で力を合わせて
漕がなければ進まない”船”に、緊張と不安もありながら、いざ 出発！
船の最後尾でリーダーが舵をとり、激を飛ばしながらみんなの士気を高めま
す。太鼓の音に合わせて湖にパドルを入れ、浮き桟橋から 300ｍ地点まで練
習をしながら進んで行きました。折り返しコースはいよいよ全員でドラゴン
カヌーレースです。指導艇の合図で一斉スタート。Ready Go！
力強い太鼓の音とみんなの掛け声が湖上に響き渡ります。湖上では他チームとの交流やドラ
マもあり。勝ち負けはあっても漕ぎ終えた後の達成感と感動は自分自身のモチベーションを
上げ、成長させるのもとなったにちがいありません。受け入れ前には、カヌー乗降をスムーズにするためスタッフで協力し、あ
やめ池カヌーセンターにあった古い浮き桟橋を修繕し、夢広場横に設置。期間中は雨風に見舞われ、雨天対策の夢広場でのグラ
ウンド･ゴルフ体験、さらには体育館を使用したグラウンド・ゴルフ体験になることもありましたが、どんなことにも笑顔で楽
しみながら体験をしてくれた生徒さんたちに、スタッフも元気と感動をもらいました。おかげさまで 5 月～6 月のドラゴンカヌ
ー体験受入れを無事終えることができ、今年度は、あと 7 月に 1 件、9 月に 1 件の受け入れが予定されています。
今後も、湯梨浜でより良い学びが得られるようスタッフ一同、より一層努めてまいります。

●グラウンド･ゴルフ体験●
◆グラウンド･ゴルフの聖地「潮風の丘とまり」でのグラウンド･ゴルフ体験。
暑さ対策のためクラブハウスにて開校式が行われ、とまり地域協会の灘岡会長より歓迎の挨
拶と、グラウンド･ゴルフの歴史やルール・道具の説明などがありました。各チームを担当す
るのは、地域で活躍しておられるベテランインストラクター(๑•⌄•๑)生徒からするとおじいち
ゃん、おばあちゃん世代の皆さんです。チームごとに各ホールをまわると、あちこちで賑やか
な声が聞こえてきました。
「初めてだったけど楽しかったし、〇〇さん(インストラクター)と仲良くなったよ」「生徒さ
んたち可愛かったなぁ。いい刺激を受けたからこれからも自分自身が楽しんでグラウンド･ゴ
ルフを広めていきたい」他のプレイヤーを励まし応援する、チームとしての成果を喜び称え
る、スポーツを通じた様々な関わりの中で、お互いを敬い高めあうことができました。５月～
6 月のグラウンド･ゴルフ体験の受入れを無事終えることができ、今年度は、9 月にあと 1 件
が予定されています。みんな、湯梨浜で待ってるよ♪

◆「大きなサギが田んぼにいる！」
「サギにしては大きすぎる」
「ツルじゃない？」
「足環をしている」
「これはコウノトリだ！ (✱°⌂°✱)」
そんな会話が聞こえてきた 4 月下旬。
世界的に絶滅危機に瀕しており、1956 年に国の天然記念物に指定されているコウノトリ
が何と湯梨浜町に飛来しており、各地区で様々な目撃情報が寄せられています。
コウノトリは、体長約 110ｃｍ翼を広げると 2m にもなり、大型の淡水魚やヘビやバッタ
のような陸生動物まで多様な餌をとる肉食の鳥で、全身白色の羽に覆われており、風切り
町内で確認されたコウノトリ
羽という外側の羽は黒色をしています。
かつては日本にも渡り、繁殖する個体も多く見られたものの、生息環境の悪化などから 1971 年を最後に日本の空から姿を消し
てしまいました。この時、国内最後の生息地となった兵庫県の豊岡盆地。ここにはコウノトリの生息に適した自然環境と、鳥を
大切に保護する風潮があり、鳥と人とが共存できる かつての豊かな環境を取り戻そうと、市民と行政が一体となり、長きにわ
たりコウノトリの野生復帰に向けての様々な取り組みが行われています。保護施設のうちの一つ「兵庫県コウノトリの郷公園」
では、現在 94 羽のコウノトリが飼育されておりこのうちの 8 羽が公開されています。
こちらでリリースした個体と、野外で巣立ちした個体には一羽一羽に異なる色の組み合わせの足
足環による個体識別
環が装着されており、個体識別により管理されています。これは、ふ化年月日・年齢・雄雌・な
わばりの所有など多くのことを知るためのもので、最終の目標である野生復帰を進める上で大切
な情報を提供してくれるのです。素材も、飛行に支障のない環境省の軽量素材アルミ製で、国際
的な法律により専門家が装着しているそうです(｡ ･ω･))
全国からコウノトリの繁殖情報を得ると、市町村協力の元、その地まで出向き、高所作業車を使
って雛を捕獲、足環を取り付けて巣に戻すのだそうです。
雛の時期は雄・雌の区別が難しく、羽を採取し DNA 鑑定をすることで性別が判定され、幼鳥の
頃から雄雌一緒に飼育する最善の方法で、繁殖に結びつけることが出来るのです。
←緑・黄色
場合によっては健康診断等も行い、治療を要する場合は適切な処置を行うとか。まさに至れり尽
赤・黄色↑
くせりですね。
湯梨浜町でも、地域の皆さんとの理解・協力のもと、コウノトリの繁殖が確認できる日が来るよ
(豊岡市赤石の巣塔より)
う人にとっても安心で安全な豊かな環境づくりに取り組んでいきたいものです。
JO184 2018.3.30 生メス
2018.6.7 巣立ち
親鳥 JO426（オス）
JOO17(メス)

コウノトリを目撃したら→「兵庫県立コウノトリの郷公園」へ情報をお寄せください。
〒668－0814 兵庫県豊岡市祥雲寺 128 TEL(0796)23－5666 FAX(0796)23－6538
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５月 18 日（土）秋篠宮皇嗣同妃両殿下 御臨席のもと、第 30 回全国「みどりの愛護」の
ヒオウギアヤメ ツガ
コウヤマキ
つどいが鳥取市にて盛大に開催されました。
みどりの愛護のつどいは、
「みどりの日」制定の主旨を踏まえ、全国の緑の関係者が一堂に
つどい、守り育て、親しみながら恵みに感謝し、豊かな心を育むことを願って平成 2 年より
全国各地で開催されています。
この前日には、全国からお越しいただいた皆様を歓迎し、互いに交流を深め合うため、記念
レセプションも開催されました。
お二人をお招きする際、控え室には鳥取県の計らいで秋篠宮皇嗣殿下のお印である
「ツガ（マツ科）
」
、秋篠宮皇嗣妃殿下のお印である「ヒオウギアヤメ（アヤメ科）
」
、
悠仁親王殿下のお印である「高野槇（コウヤマキ科）
」の植物が準備されました。
皇室から国賓に贈られるものには、天皇家の紋章である「菊の御門」があしらわれ
ていることがありますが、これとは別に皇室の方々には「象徴」として身の回り品
を区別する目印に「お印」を用いるしきたりがあり、樹木や花の名前などが選ばれる
ことが多いようです。今回おもてなしされた植物の中で、準備が容易でなかったのは
「ヒオウギアヤメ」
。
ヒオウギアヤメはアヤメ科アヤメ属の多年草で、北海道や本州の中部以北に分布し、高山の
湿地に自生する希少な植物であるため、県内主要施設に声を掛けられたそうですがなかなか見つからなかったそうです。
しかし、様々なルートで探索された結果、湯梨浜町在住の方が鉢で 1 株育てておられることがわかり、急遽県へ貸出しされたとい
うことです。聞くところによると知人を通じて自宅で種を蒔き、今年で 3 年目とか。突然の大役を無事果たし、秋篠宮皇嗣妃殿下
にお披露目されたヒオウギアヤメ♪2019 年、記念すべき令和の時代に美しい花が見られるのでしょうか(❁ᴗ͈ˬᴗ͈ )◞

終了
簡単におもてなしされた

高原の湿原などに生える。
都会ではあまり見かけない。
高原などでは

◆湯梨浜町藤津のあやめ池公園で、約 3 万株の色とりどりのハナ
ショウブやカキツバタ、白・ピンク・黄色のスイレンの花が見頃を
迎え６月８日（土）
・９日（日）の２日間、
「花と緑のフェア」が開
催されました。8 日は雨模様でしたが、この時期の花たちは雨も良
く似合いますね。
8 月下旬には、タマノカンザシも咲き揃います。年間を通じて”四
季の花だより”が楽しみなあやめ池公園へぜひお出掛けください。

告知
★ALOHA★今年も泊まって食べて遊んじゃ Oｈ♪
◆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 5 年目となり
ました。カーニバル期間中は、町内協賛店舗にて「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、季節の素材を使用したハワイアンなお料理等をお楽しみいただけます。
また、期間中にはわい温泉・東郷温泉に宿泊されたお客様の中から抽選で、日本のハワイ（はわい温泉・東郷温泉）のペア宿泊
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ください。
★7 月上旬頃、各店舗、町内観光施設、宿泊施設等に配布予定。

※写真は一部です
★メレフラパーティ★
ハワイアンバンドの生演奏をバックにフラダ
ンスでゆりはまの熱い夏を盛り上げます。
参加者はフラダンス飛び入り OK♪
HAWAI ゲストからのサプライズがあるかも。
(日時）7 月 6 日（土）20:00～21:30
(場所)はわい温泉望湖楼 2 階 宴会場「ムーンスター」
(チケット)お一人様 1,000 円 要予約
★軽食・ドリンクバー付
***************************************
★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」
行事・自然・飲食・文化・スポーツなどアロハカーニバルを通じて「日本のハワイ
湯梨浜町」を写真で表現しよう。優秀作品には賞金もあります。
(募集期間)7 月１３日（土）～８月１８日（日）※カーニバル開催期間
******************************************************
★東郷湖レイクアクティブ★2 日間限定特別価格 DAY（7/14、8/18）
2 日間は、レイクチューバー、カヌー、ローボート、SUP が特別価格。
東郷湖でモーニングヨガ（AM6:00～AM7:00/特製スパークリングフルーツジュース付）
(ヨガ開催日)7/14（日）
・7/28（日）
・8/4（日）
・8/18（日） （場所）café ippo テラス横
(料金)お一人様 1,000 円 （申込）café ippo(0858)35-6161
**********************************************************************
（申込・問合)アロハカーニバル実行委員会事務局（はわい温泉・東郷温泉観光案内所内）℡（0858）35－4052
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告知
◆地球の 7 割は海であり、5 割～8 割の酸素は海の植物プランクトンによる光合成から作り出され
ています。日本は海に囲まれた国であり、また湯梨浜町も美しい海に面した町。
2019 年「海の日」に、様々な海の恩恵に感謝して漁業の町である“とまり”の石脇海岸を舞台に、
海を守る活動や、海岸の砂を使って砂像を作る体験、サーフィンや SUP も楽しめる盛りだくさん
のイベントを開催します。7/15 は、子どもから大人までみ～んなで石脇海岸に集合しよう♪
ビーチクリーン
9:00～9:30
綺麗な海をみんなで
守ろう。

鳴り砂砂像体験
1 体 300 円
海岸の砂と海水を使って
砂像を作ろう♪砂の美術館
より講師が来られます。

サーフィン・SUP 体験
サーフボードの上に
立ち波が形成する
斜面を滑走！美しい
海の上でとびっきり
の時間をお過ごしください。

[開催日] 7 月 15 日（月・祝/海の日）
[時 間] 9:00～
[会 場]石脇海岸（湯梨浜町石脇）

赤ちゃんヒラメすくい
海の駅とまりでの井戸海水式
陸上養殖で育った安心・
安全なヒラメの赤ちゃん
すくいです。すくった
ヒラメはお持ち帰り OK
サーフィンブーメランコンテスト
13:00～14:00
海に投げ入れると波に乗って戻っ
てくる“無限に遊べる”最先端の
おもちゃです。
レースもでき大人も
夢中になること
まちがいなし。

ビーチトレジャーハント
グラウンド・ゴルフ体験
14:00～砂浜での宝探し♪ 年齢を問わずいつでも
探しながら綺麗な貝殻も
どこでも楽しめる泊生まれ
見つかるかも。
のグラウンド・ゴルフを
景品もありますよ。
楽しんじゃおー
★展示施設見学（鳥取県栽培漁業センター施設見学）★
泊近海に生息する生き物に触れ合い、魚たちの生態
や鳥取県の養殖技術を知ろう。
★とまりの美味しいもの★食ブース出店★
マラサダドーナツ・とまり焼きそば・フィッシュバ
ーガー・カットフルーツなど地元泊地区を中心に、
特産品等の出店もあります。
[問合]湯梨浜まちづくり株式会社
（0858）48－6210

夏だ

お肉だ

温泉だ

焼肉温泉コースで超お得♪

湯梨浜イベント情報
「軽トラマルシェ in ぱにーに」
鳥取県内の女性農業者で結成された A-Nyoba（ええにょ
うば）主催の軽トラマルシェです。県内産の新鮮な野菜や
果物はもちろん、全国の農業ネットワークで取り寄せた珍
しい農産物も並びますよ。
★次回は 7 月 20 日（土）開催決定！

[開催]6 月 15 日（土）
[時間]11:00～14:00
[会場]ぱにーに湯梨浜店駐車場（湯梨浜町旭 27）
「みんなの食堂 ゆるりん」

＜イベント期間＞
2019 年 6 月 1 日（土）
～8 月 31 日（土）

毎月第４木曜日に開催しているゆるりん食堂。幅広い年代
の人たちが集いワイワイガヤガヤ楽しい空間で栄養満点
の温かいごはんをみんなで食べましょう。

◆イベント期間中、あかまる牛肉店(ハワイ店)
の“ランチ”とはわい温泉・東郷温泉の“日帰り
入浴”をセットにするとお徳がいっぱい！
専用チラシを GET して出かけよう。

ランチ

チラシ提示で８％OFF ランチのみの利用も OK
●鳥取和牛ハンバーグ定食 1,620 円→1,500 円
●あかまるランチ 2,700 円→2,500 円
●特選鳥取和牛 5 種盛り 3,240 円→3,000 円

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

チラシ提示で日帰り入浴がお得！ 入浴のみの利用も OK
チラシ 1 枚で 5 名様まで割引 OK
●望湖楼 1,000 円→800 円
●千年亭 1,000 円→800 円
●ゆの宿彩香 1,000 円→800 円
●羽衣 600 円→500 円
●水郷 500 円→400 円
●翠泉 800 円→700 円
●養生館 800 円→500 円
★はわい温泉・東郷温泉宿泊者限定「特選鳥取和牛焼肉プラン」★
上記の宿泊施設に加え、●民宿鯉の湯●別館湯乃島●東郷館
●ビジネスホテル山本●国民宿舎水明に、宿泊のお客様限定の夕食
メニューをご用意。詳しくはお宿にお問合せください。
＜問合＞はわい温泉・東郷温泉旅館組合(0858)35-4052
あかまる牛肉店ハワイ店/湯梨浜町田後 1455－1 月曜休
ランチ 11:00~15:00 ディナー17:00~21:00 (0858)35-2941

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

不動滝祭り 滝行参加者募集！
7 月 6 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 前厄
者を募集します。
身も心もスッキリと洗い
流し強い心を持ちましょう。
本厄
また、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
までお申込ください。
後厄
(申込)漆原区長 西原
090-7899-4197

男 性

女 性

1996年（24歳）
1979年（41歳）
1960年（60歳）

2002年（18歳）
1988年（32歳）
1984年（36歳）
1960年（60歳）

1995年（25歳）
1978年（42歳）
1959年(61歳）

2001年（19歳）
1987年（33歳）
1983年（37歳）
1959年（61歳）

1994年（26歳）
1977年（43歳）
1958年（62歳）

2000年（20歳）
1986年（34歳）
1982年（38歳）
1958年（62歳）

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

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♪
「人生相場」只今第一興商 DAM にて配信中！！
「桜散る/人生相場」 絶賛発売中です。
https://ameblo.jp/koji-tanimoto/

(問合) タニテツプロ合同会社
TEL/FAX 03-3361-3455

[開催]6 月 27 日（木）
[時間]16:00～20:00 食事は 17：00～
[料金]こども 100 円 中高生 200 円 大人 400 円
[会場]ゆるりん館
「観蓮会 in 燕趙園」
園内の池に咲く蓮を、最も美しい“早朝”にしっとりと観賞
しませんか。

[開催]７月１３日（土）～１５日（月・祝）
[時間]6：30 開園
[料金]大人 500 円 小・中学生 200 円
蓮茶のふるまい/燕趙園オリジナルの自家製蓮茶です
象鼻杯体験/蓮の葉・茎を杯に見立てて蓮茶をお召し上が
りいただく体験です。
水鉄砲で葉っぱ遊び/水をはじく性質をもつ蓮の葉。水鉄
砲で実験してみましょう。
7 月 1３日（土）～7 月 15 日（日・祝）夏の大茶会
ひんやり冷たい中国茶三種（観音茶・ジャスミン茶・ライ
チ紅茶）飲み比べ
[時間]10：00～15：00
[料金]お一人様 100 円 [場所]燕趙園内華夏堂
7 月 14 日(日)蓮ヨガ
いつもより早起きして心も体もリフレッシュ。美しい蓮を
眺めながらヨガを楽しみましょう。
参加は無料ですが、燕趙園入園が必要です。
[時間]７：００～ ※ヨガマット貸出あり 1 枚 100 円
★中国雑技ショー毎日公演中！（9:30/13:30/15:00）
★チャイナドレスレンタル 大人 500 円/子ども 300 円
[問合]中国庭園燕趙園(0858)32－2180

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
◆◆海水浴場情報◆◆営業日
ハワイ海水浴場 7/13(土)～8/18(日)
うの海水浴場 7/12(金)～8/15(木)

＜湯梨浜今後のイベント日程＞
※決定分のみ掲載しています。
日本のはわい de しゃんしゃん傘踊り 7/20(土)
7/27(土)・7/28(日)・8/3(土)・8/4(日)・
水郷祭 7/21(日)とまり夏まつり 7/27(土)
綱引き大会 7/28(日)
第 14 回ジュニアグラウンド･ゴルフ発祥地大会 8/3(土)
中国庭園燕趙園花火 8/24(土)
第 19 回東郷湖ドラゴンカヌー大会 8/25(日)
第 41 回全国ベテラン卓球ゆりはま東郷大会

9/7(土)・９/8(日)
第 2 回 ONSEN・ガストロノミーウォーキング in
はわい温泉･東郷温泉 9/29(日)
第 6 回ゆりはま天女ウォーク 10/13(日)
クリスマス花火観賞 201912/21(土)・12/22(日)

