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湯梨浜町観光協会

会員募集中！！

◆夏レジャーの代表といえば“海水浴” ( ･◡･ )♫•*¨*•.¸¸♪今年も「ハワイ海水浴場」と「うの海水浴場」が OPEN しました。
浜辺でカニを見つけたり、キレイな貝がらをひろったり。磯遊びはお子さんも大喜び間違いなし。波の音を聞きながらゆったり
と過ごし、とびきりの夏をお過ごしください。お腹が減ったら海の家の美味しいランチ「地元飯」で元気をチャージ！！

ハワイ海水浴場
■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。
ハワイビーチの人気ナンバーワンメニューは“いちごのかき氷” ((pq•ᴗ• )♬
海とかき氷はインスタ映え間違いナシですね。その他ラーメン・焼きそばなどのフード
定番メニューの他、鳥取ならではのいか焼きも楽しむことができます。
テイクアウトはもちろん、海の家でもお召し上がりいただけます。
温水シャワー（有料）や水シャワー（無料）
、更衣室（無料）も完備。休憩スペース（有
料）でゆっくりするのもよし。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 13 日（土）～8 月 18 日（日）
[監視時間] 9:00～16:00
[駐車料金] 1,000 円（P100 台）
[休 憩 所] 1 棟 大人 600 円/小学生 300 円

うの海水浴場
■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、定番メニューの他漁師さんから直仕入れのサザエ・アワビ・
岩牡蠣（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。
※浮き輪・パラソル・ボードの貸出しあり（有料）
[開設期間] 7 月 12 日（金）～8 月 15 日（木）
[監視時間] 9:00～16:30
[駐車料金] 1,500 円（P50 台）
[休 憩 所] 1 棟 利用料 無料
★海水浴場に関するお問合せはコチラ★
湯梨浜町観光協会（0858）35-4052
ゆりはま初

SUP フェスティバル★
アロハカーニバル 2019 始まるよ♪ ★東郷湖ハワイ
開催日/8 月 18 日（日）場所/ハワイ夢広場周辺
◆7 月 13 日（土）～8 月 18 日（日）まで
開催される「日本のハワイ アロハカーニ
バル 2019」
。
期間中、湯梨浜町内では様々な企画・イベ
ントが開催される他、提携する飲食店では
ハワイにちなんだアロハ丼・アロハバーガ
ー・アロハスイーツなどオリジナルのお料
理を楽しむことができます。
イベント詳細がわかるガイドマップは、町
内飲食店舗や道の駅、観光案内所、観光施
設でご覧いただけます。
ガイドマップをバッグに 1 冊♪さあ、湯梨
浜へ出かけよう。

観覧無料
フィールドは海だけじゃない♪ハワイ生まれの新感覚アクティビ
ティー”SUP”（スタンドアップパドルサーフィン）の熱いレースが
東郷湖にやってくる。
詳しくは https://dgent.jp/e.asp?no=1900471&v=pc にアクセス

★手ぶらで BBQ/café ippo★ 驚きの“ダブルで半額 DAY！”
開催日/8 月 18 日（日）場所/café ippo テラス
時間/10:00～21:00(最終入店 19:00)
Café ippo テラスで楽しめる BBQ。3 つの BBQ プランのうち「フ
ァミリープラン通常 1,900 円」を 18 日限定で、何と半額の 1,000
円にてご提供。さ・ら・に「飲み放題(90 分)アルコール通常 2,000
円/ノンアルコール通常 1,000 円」もそれぞれ半額にしちゃいま
す。最高のロケーションで、お得に食事を楽しもう。
(予約)café ippo (0858)35-6161

湯梨浜の夏はアロハシャツ ハワイ友好姉妹提携への道
◆湯梨浜の夏のコスチュームといえば”アロハシャツ”。役場・商工会・銀行・郵便局・旅館の
スタッフや職員はアロハシャツでゆる～く笑顔でお出迎え ԅ( Ơ∀ Ơԅ✿)ｱﾛﾊ～
平成 8 年（合併前の羽合町時代）アメリカのハワイ州ハワイ郡と姉妹都市提携を結び「日本
のハワイ」として全国に PR し、アメリカのハワイとの交流も積極的に行ってきました。
平成 16 年 町村合併をして湯梨浜町になった現在でも、様々なハワイ関連イベントが行われ
アロハシャツを着て町を盛り上げる取り組みを引継いでいます。
湯梨浜＝日本のハワイ・アロハシャツのイメージが構築されつつありますが、
「合併前の羽合
町とアメリカのハワイ、同じ名前だから姉妹都市提携を結んで、みんなでアロハシャツを着
る」という単純なものではありませんでした。現在にたどり着くまでには多くの人の努力、
行動力、周囲の理解と協力・人との出会いなど様々なドラマがあったのです。
当時のことをよく知り、「日本のハワイ」の仕掛人でもある湯梨浜町在住の岩本美
紀雄さんに、貴重な写真や資料と共にハワイへの思いや過程について話を聞くこと
ができました。さあ、待ち合わせの場所に岩本さんが登場♪
OH～！やっぱりアロハシャツ(*≧ω≦*)この日は、赤と白を基調とした「リバース
プリント」
（染色した生地の裏側をシャツの表に使った裏
当時はこの標記のイン
使い）の、オールオーバーパターンと呼ばれ、シャツ全体
パクトが大！メディア
↑昭和 48 年 6 月★海沿いに建つ
に一定の柄が繰り返し連続するデザインのものを着ておら
にも取り上げられた
宿泊施設（当時の橋津海水浴場、
現在のハワイ海水浴場）
れました。オシャレ～♪なんとアロハシャツコレクション
は 90 枚にもおよぶそうです。
（1 枚欲しいな･･･）
お話は 46 年前にさかのぼります。
1973 年（昭和 48 年）6 月、旧羽合町宇野に岩本
さんのお父様の代にオープンした宿泊と食事が
できるレストラン。
橋津海水浴場のすぐ側にあったため、羽合にある
海だから屋号は「ハワイビーチ」
。これが思わぬ
↑昭和 63 年 7 月★ハワイビーチ 大反響を呼び、取材が殺到(・o・)
の名にふさわしい洋風建築に♪
「メディアがここまで取り上げてくれる。この波に
乗らないわけにはいかない」と熱い思いが込み上げてきたそうです。
それから５年後の 1978 年（昭和 53 年 6 月）羽合町制 25 周年式典があり当時の
「浅津温泉」を「羽合温泉」に改名。
「日本のハワイ」として全国的な PR に乗り
出し、この頃から岩本さん自身も町を盛り上げようとアロハシャツを着用。
↑賑やかだった平成 2 年頃の海
当時のアロハシャツは俗に言う”柄シャツ”で、周りよりも派手な出で立ちに周囲 水浴場。海水浴客は宇野地区まで
から冷たい視線を送られたことも多々あったそうですが、それでもアロハを着続 続き、海の家は二階建て 7 軒がひ
けるのは大きな目標があったからなのでしょう。
しめき合う
1990 年（平成２年）大阪で開催された「国際花と緑の博覧会（1990 年 4 月 1 日～9 月 30 日）
」パビリオンにて
ハワイとの親睦のためフラダンスが披露されていることを知り、「このダンサー達を羽合町に呼んで、ハワイまつ
りに出演してもらえないだろうか」と考え、単身大阪へ。しかし、結果は惨敗、門前払いにあったそうです。
一個人の意見・要望をすんなりと受け入れてもらえるほど甘くはなかったのです。しかし、これで諦めては応援し
てくれた人達にも申し訳ない、強い思いがあるからこそ諦めてはならない。2 回目の訪問。結果は同じ( ›ω‹ )
そしてついに 3 回目訪問にして、上層部と話をすることができたのです。
「内容はわかったが、町のトップに話を通した上でそれなりの準備のもと折衝することが必要である」との返事。
「やった！！」心の中の叫び声が漏れるのを、必死にこらえた喜びの瞬間でした。
逸る気持ちを抑えきれず、すぐに役場の経済課へ駆け込み、企画を提案。町長へ話を通してもらえるよう依頼をし
たといいます。しかし、待てど暮らせど返事はきません。なぜ返事が来ないのだろう。
しびれをきらし別の担当者に相談したところ、熱い思いと今後の取り組みに賛
同してもらうことができ、全面協力をしてくれた甲斐もあって、ついに町長の
OK の返事をもらうことができたのです。
実にタイムリミット 3 日前のことでした。
こうして、本場ハワイからのダンサー20 名が来町し、この年 7 月 25 日に開催
された「ハワイまつり」のスペシャルゲストとしてフラを披露してもらったの
です。華やかな衣装と、そよ風が吹いているかのような癒しのハワイアンミュ
↑ハワイのダンサー
ージックにハワイ語の言葉を乗せ、手の動きで伝える。
ミスハワイと記念にパチリ♪
その昔、ハワイでまだ言語がなかった時代に、雨･風･花などの自然や感情など
を、手の動きや流れるようなしなやかな体の動きなどで表現したそうです。
ハワイの人々は、このような手段で神々に敬意をあらわし、感謝の気持ちなど
を踊りに託してきたのです。
この気持ちに応えるかのように、観覧のお客様の鳴り止まない拍手はスタッフ
や関係者の胸を熱くしたに違いありません。
ハワイまつりの翌日は、ダンサー達をおもてなし。日本のハワイの海を満喫し
たりバーベキューを楽しんだりと、日本文化に触れ大変喜んでいただいたそう
↑同月 29 日、橋津地区の海岸沿い
遊歩道開通式のアトラクションでも
です。ダンサー達が常駐先の大阪に戻り、他のメンバーへ楽しかった思い出を
ハワイのダンサーがフラを披露
報告(◍•ᴗ•◍)ゝ

「私たちもぜひ日本のハワイでフラを披露したい」と別チームからのオファーに NO とは言えない(ง˃ ᵕ ˂ )ง⁾⁾
いや、言いたくない。手弁当になるのは覚悟の上、こうして同月 29 日に行われた橋津地区の海岸沿い遊歩道開通
式のステージでもフラを披露していただいたそうです。
その他、関西からのミュージシャンや地元アマチュアバンドも出演。それに伴いなんと、ステージまでを作って
しまったという大胆さ！こうしてハワイのダンサーと地元の人と一緒にハワイ音頭を踊ったり、会話をしたりと
親睦を深めたということです。
この日の宿泊は、もちろん自宅の宿泊施設・・・とはいえ海水浴シーズ
ン真っ最中！部屋の空きなどありません。
何とか 5 名 1 室は確保したものの、他のメンバーを泊めることができな
い。さあ、困った(ू ˃̣̣̣̣̣̣o˂̣̣̣̣̣̣
̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣ ̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣ ू) どうしよう。
そこで町内の知人・友人にお願いし、今で言う「民泊」となったのです。
この出来事も今となれば良い思い出、実にピンチがチャンスに変わり理
遊歩道開通式★地区の皆さんと交流
解協力をいただいたことが現在へ繋がっているように思います。
このような奮闘ぶりがハワイ州知事にも伝わり、感謝状を贈られたこともあったそうです。
そして、町では「アロハ委員会」が立ち上がり、多くの協力者が集まり徐々に姉妹提携の話が具体化していきま
した。平成 8 年、羽合町国際交流事業「アロハフレンドシップ」がスタートし、ハワイ州出身の羽合町の外国語
指導助手を通じ、日米協会の協力を得て、交流先は羽合町と同じく農業や観光面に力を入れているハワイ島・ハ
ワイ郡に選定されました。8 月には担当職員が事前調査に訪れてハワイ郡側も交流に積極的であることを確認。
さあ、準備は整った(๑´∀`)๓ლ(´∀`๑)
羽合町視察団「アロハフレンドシップ」メンバー募集が始まり、迷わず応募。
こうして、同年 11 月 14 日～20 日まで井上町長をリーダーに議長・教育長・
商工会・農協など各方面の代表者やサークルメンバーなどの町民代表合わせて
15 人がハワイへ向けて出発しました。
15 日にはヒロにある郡庁舎や小学校を訪問、16 日にはホームステイ先で人の
優しさに触れ、17 日の夕方からはいよいよフレンドシップパーティー。
小花で手作りされたレイで歓迎されたあと郡長、町長、議会長の挨拶、乾杯の
後は和やかな雰囲気の中、歓談を楽しみました。
そしてついに！この時がやってきたのです。
ハワイ郡長と羽合町長による姉妹都市提携の盟約書への調印。互いの盟約書
にサインをして、友好を誓う固い握手を交わしました。
井上町長からヤマシロ郡長（左）へ
会場には熱い拍手と笑顔、時に涙 まさに「感無量」という言葉がふさわしい 羽合町の特産品「田後笠」と「大将ひ
ょうたん」を友好交流の記念に贈る
瞬間でもあったそうです。
ハワイでは心温まる歓迎を受け、色々なフィールドにおいて活躍されて
いる姿や、環境・教育・農業・観光でも多くの学びがあったようです。
調印した出発点から 20 年、湯梨浜町になってからも続く友好姉妹提携。
当時の思いを忘れることなく、今後も国境を越えた絆により、末長い
友好交流をしていけるよう引き続き皆さまのご理解とご協力をよろしく
お願いいたします。

＜記事内のアロハシャツ写真について＞
役場職員、協会、旅館スタッフが実際に着用されているアロハシャツ
をご本人承諾のもと撮影をさせていただきました。
色鮮やかで涼しげなアロハシャツにも、色々な種類があるようです。
総柄の「オールオーバー」、和柄の「オリエンタル」、縦方向に柄のあ
盟 約 書
る「ボーダー」、柄の上下が明確な「ホリゾンタル」、写真のように見
羽合町とハワイ郡とは、相互の交流を通じて
える「ピクチャー」、背中全体が一枚の絵のような「バックパネル」、
両地域と人びとの理解と信頼を深め、友好の
またボタンの素材も貝殻を使用した「シェル」、竹材の「バンブー」、
絆を守り続けていくとともに、このことが世
ヤシの実から削った「ココナッツ」など。
界の平和と人類の協力に貢献することを希
「えー恥ずかしい」「男前に撮ってよ」と言われ、「残念～シャツだけ
求し、次のことを同意しここに姉妹都市とし
を切り取って掲載するんですよ」と返事(∩ˊ꒳ˋ∩)･*
て提携することを盟約する。
アロハシャツの話題になると皆さん笑顔があふれ、いつもより表情が
明るい印象です。今後も町でアロハシャツを着用し気運を高めていき
写真・資料提供/岩本美紀雄様
たいと思います。マハロ～♪
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
世界ふしぎ発見！ ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ でもおなじみ

湯梨浜町スポーツ親善大使に白石みきさんが就任
2019 年、タレントの白石みきさんが「湯梨浜町スポーツ親善大使」に任
命され、宮脇正道湯梨浜町長より委嘱状が渡されました。
クイズ番組やバラエティ番組でも活躍中の白石みきさんは、TBS 系「世
界ふしぎ発見！」のミステリーハンターとしても有名で、マラソン、水泳、
自転車、カメラなど多彩な趣味をお持ちのスポーツマン。
今後、9/29（日）ONSEN ガストロノミーウォークや、10/13（日）ゆり
はま天女ウォークにも来町予定です。

告知

湯梨浜夏まつり

◆水郷祭◆ 7 月 21 日（日）

場所/東郷湖畔公園

17:30 湯梨浜中学校ブラスバンド
「翔龍隊」
「飛龍隊」による龍おどり
19:00 浪人踊（鳥取県無形文化財）
浪人踊保存会/東郷小学校児童
19:30 神輿渡御
※会場前（東郷湖畔公園）は
19:50 灯ろう流し
17 時～21 時半まで車両通行止め
20:30 湖上大花火大会
◆とまり夏まつり◆ 7 月 27 日（土）場所/泊地内・泊新港
8:45 榊・神輿（泊地内）
17:30 泊小学校鼓笛隊演奏
18:00 ステージショー（泊新港特設ステージ）
20:30 海上大花火大会
◆綱引き大会◆ 7 月 28 日（日） 場所/ハワイ夢広場
16:30 受付開始
17:00 開会式（終了後 競技開始）
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

告知

日本のはわい de
しゃんしゃん傘踊り

◆今年の夏も、華やかな傘の舞「しゃんしゃん傘踊り」がはわい
温泉にやってきます。演舞披露するのは、鳥取県の伝統芸能を PR
するため県内外で幅広く活躍されている鳥取市の４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）
」
「おどり屋笑颱（おどりやわったい）
」の皆さん。
チームごとに揃いの衣装を身にまとい、煌びやかなしゃんしゃん
傘を自由に操る圧巻の演舞は、観る人を魅了してやみません。
さあ、感動のひと時を῍̩̞(∗ɞ⌄ɞ∗)◞
【開催日】
７月 20 日（土）
・27 日（土）28 日（日）８月３日（土）
・4 日（日）
【時間】20：15～20：40
雨天中止
【会場】はわい温泉広場
特設ステージ

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。

[開催]7 月 20 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）
「SHOKO 先生爽朝ヨガ」
早朝の清々しい空気の中で朝日を浴びながらヨガ体験を
しませんか。

[開催]7 月 14 日（日）・28 日（日）
8 月 4 日（日）・18 日（日）
[時間]6:00～7:00
[料金]1 回 1,000 円
★café ippo 特製スパークリングフルーツジュース付
[持ち物]ヨガマット、飲み物、タオル、
★動きやすい服装でご参加ください。

[会場]café ippo テラス ※雨天時ハワイ夢広場
「みんなの食堂 ゆるりん」
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。

[開催]7 月 25 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
[問合]湯梨浜まちづくり株式会社
（0858）48－6210
「星を観る会」
天体望遠鏡で土星の輪と木星の横縞模様を観よう。

[開催]８月 4 日（日）
[時間]19:30～21:00
[集合場所]羽合分館会議室 A ※雨天時は室内開催
[問合]はわい温泉・東郷温泉
旅館組合（0858）35-4052 [講師]小川敦司さん（倉吉博物館自然科学研究グループ）
★参加費無料 申込期限 7 月 26 日（金）
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
★中学生以下は保護者同伴でご参加ください。
[問合]中央公民館羽合分館（0858）35－5344
「カヌー教室」
◆6 月 8 日（土）～23 日（日）までの 16 日間、
8 時/アロハホール出発
[開催]８月 17 日（土）
大山青年の家入所式
はわい温泉･東郷温泉に宿泊されたお客様への限定
カヌー教室（赤松の池）
[時間]8:00～16:30
企画として宿泊旅館･ホテルからマイクロバスにて
昼食・お楽しみゲーム
[集合場所]ハワイアロハホール
町内の”ホタルスポット”へご案内し、ゲンジボタルを観賞するこ
[対象]小学生以上（3 年生以下は保護者同伴）
とができる「ホタルバス（無料）
」が運行されました。今年は 240
[参加費]700 円 申込期限 8 月 2 日（金）
名の参加があり、中には毎年このバスを楽しみに宿泊されるお客
[持ち物]タオル･ぬげにくいサンダル･上靴･濡れて
様もおられ「今年も温泉とホタルに癒されました」と嬉しいお声
も良い服装･着替え･飲み物
をいただいております。
★募集定員 40 名
はわい温泉･東郷温泉では、今後もお客様に宿泊とセットでお楽
[問合]中央公民館羽合分館（0858）35－5344
しみいただける様々な企画を展開していきます。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
各旅館の HP もぜひチェックしてみてくださいね。

温泉とホタルに癒されて

[問合]はわい温泉･東郷温泉旅館組合（0858）35-4052
http://www.hawai-togo.jp/ ←コチラから各お宿の HP へ Go
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

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♪
「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

＜湯梨浜今後のイベント日程＞
※決定分のみ掲載しています。

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)

