
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
●○●湯梨浜町観光協会●○● 

〒682-0715 鳥取県東伯郡湯梨浜町はわい温泉5-22 

TEL(0858)35-4052 FAX(0858)35-4701   

メール yurihama-kankou@yurihama.jp 

ＦＢ https://www.facebook.com/yurihamakannkou 

湯梨浜町観光協会    会員募集中！！ 
 

ゆりはまにあ 
 

ゆりはまのとっておき(マニアな)ニュースをあなたにお贈りする情報誌 Vol ５０ 

 

２０１５年７月１０日発行(毎月１０日発行) 
 

★湯梨浜夏まつり 写真コンテスト作品募集★ 
綱引き大会、水郷祭、とまり夏まつりのイベントや花火などを撮影
したカラー写真で、未発表または発表予定のない作品です。 
(多数応募可、組み写真不可、データ提出は Jpeg 形式 1MB 推奨) 
[応募方法]作品裏面に題名、住所、氏名、電話番号を記入し持参ま
たは郵送。メールでの応募も受け付けます。 
[応募期限]8 月２１日（金）※当日消印有効 
[表彰・注意事項その他問合せ・申込] 
湯梨浜町役場企画課(0858)35-5313 ykikaku@yurihama.jp 

  

 

■全国から愛好者が集結し、グラウンド・ゴルフの聖地“とまり”でのプレ
イを楽しむ「第２７回グラウンド・ゴルフ発祥地大会」が 6 月 13 日（土）、
14 日（日）の 2 日間、グラウンドゴルフふる里公園：潮風の丘とまりで 
開催されました。2 日間で 192 チーム、768 人の参加者があり、そのう
ち約 500 人がはわい温泉・東郷温泉に宿泊されました。 
毎年この大会で、グラウンド・ゴルフ仲間との再会を楽しみにしておられ
る方も多く、喜びいっぱいに「来年もまた元気で参加しようね」と握手や
抱擁で約束される姿もありました。 
2 日目のお昼からはアトラクションとして地元フラダンスチームによる
ステージや、お楽しみ抽選会なども行われました。 

グラウンド・ゴルフは、昭和 57 年に鳥取県東伯郡泊村生涯活動スポーツ推進事業の一環として泊村教育委員会が中心となり鳥取県

内外の学識経験者や村内の老人クラブ連合、体育指導員の皆さん他、多くの方々の協力のもと考案された、お子様からご年配の方ま

で、年齢を問わず一緒になって楽しめる身近なスポーツです。ゴルフ場に行かなくてもグラウンドで気軽にできることをイメージし

て「グラウンド・ゴルフ」と名前が付けられました。 

 

 

 
 
出場者も応援団も気合十分。熱気に包まれた 

会場へぜひお出掛け下さい。 

[会場]JA 鳥取中央東郷梨選果場 湯梨浜町中興寺３４３ 

[出場チーム編成]１チーム１２人（選手８人） 

一般男子の部、一般女子の部、小学生の部 

[試合開始]17：00 雨天決行 ※出場受付は終了しました。 

[問合]湯梨浜夏まつり実行委員会（0858）35-3513 

 

 
 
鳥取県の無形文化財に指定されている 
浪人おどりや灯ろう流しなど地域の伝統 
行事が行われます。湖上大花火大会は圧巻です。 
[会場]東郷湖畔公園 湯梨浜町旭 
17:30 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（浪人踊保存会、東郷小学校児童ほか） 
19:30 神輿渡御 
19:50 灯ろう流し 
20:30 湖上大花火大会 
※会場付近一部交通規制があります。 
[問合]湯梨浜夏まつり実行委員会（0858）35-3513 

 

 

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

 

 

 
 
榊、神輿で泊区を練り歩いたあと、海の安全と大漁を祈願
して行われる漁船団による海上御幸は壮観そのもの！夕
方から夜にかけては泊小学校鼓笛隊パレードや和太鼓の
演奏、ステージショーなども開催されます。 

8:45 榊・神輿（泊地内） 
17:30 泊小学校鼓笛隊パレード（泊地内） 
18:30 芸能ショー（海峡太鼓、ブレイク 
ダンスチーム、Y＆Y、くらよし Beetles 他) 
20:40 海上大花火大会（泊新港） 
※雨天の場合は、花火のみ翌日に順延 

[問合]湯梨浜夏まつり実行委員会（0858）35-3513 
 

 

 

 

 

 

湖、海、自然、景観、歴史、伝統・・・ 
それぞれの地域の特徴を生かした夏まつり。 
皆さま是非お出掛け下さい(*^^) 

 

★どこでもできる 

★準備は簡単 

★ルールは簡単 

★時間制限なし 

★プレイヤーの数に制限がない 

★審判員はあなた自身 

★高度の技術は要りません 地元フラチーム「ローカヒ・カ・マカナ湯梨浜」 

 

主な道具はこれだけ♪ 
レンタルもあるので安心！ 
みんな遊びに来てね～！！ 

[潮風の丘とまり]湯梨浜町泊 1313 

TEL(0858)34-3217 営 8:30～17:00 

FAX(0858)34-3218 

mailto:yurihama-kankou@yurihama.jp
https://www.facebook.com/yurihamakannkou


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■東郷湖を泳ぎ、湖周をバイクで走り、
ランでゴールを目指す“自分との闘い”で
もあるトライアスロン。６月 21 日(日)ハ
ワイ夢広場を発着点に、今年も全国から
鉄人たちが集う「ハワイトライアスロン
in 湯梨浜」大会が開催されました。個人
の部 332 人(一般 299 人学生 33 人)、リ
レーの部 24 組(3 人 1 組)、ジュニアの部
22 人のアスリートたちに加え、協力団体
や、町内外のボランティアの皆さん、ス
タッフの数は約 600 人。 

湯梨浜の自然からエネルギーをもらい、困難な事に挑戦して自分と
向き合うことで、何かを感じ、気づくことが出来るトライアスロン
は、毎年いくつものドラマがあります。 
前日から早朝まで続いた激しい雷と雨から一転、アジサイの花も美
しい雨上がりの沿道からは、温かい声援と拍手が選手たちに送られ
ました。メイン会場のハワイ夢広場では、町内の商工会青年部「鳥
取ど真ん中丼」、ゆアシス東郷龍鳳閣｢飲茶｣、ゆりはまを愛すプロ
ジェクト「ゆりはまアイス」、アロハカーニバル実行委員会「アイ
スコナコーヒー」などを出店し、多くのお客さまで賑いました。 

 

 

 東郷湖産のしじみ汁振る舞いは大人気♪  

講習会終了後 
10 株 300 円で 
販売します。 

 

●ショウブ育成管理講習会のお知らせ● 

[開催]７月２６日（日） 

[時間]10：00～ 

[会場]東郷湖羽合臨海公園あやめ池公園 

  ※雨天の場合、あやめ池スポーツセンター 

[問合]東郷湖羽合臨海公園 （湯梨浜町藤津） 

(0858)32-2189 Fax(0858)32-2231 

育てて 
みませんか♪ 

 

 

■「知ってもらおう・見つけ出そう ふるさとの食で地方創生」を 
テーマに 6 月２７日（土）、２８日（日）の 2 日間、倉吉市の大御
堂廃寺跡をメイン会場に第５回食のみやこフェスティバルが開催
されました。2 日間とも雨、風とお天気は今ひとつでしたが、両日
で 21,000 人のお客様が来場され、地元の旬の野菜、果物、名物、
特産品などを買い求めました。あごつみれ汁無料配布や、牛モモ肉
丸焼き試食は大人気で長～い列が出来ていました。湯梨浜町からも
11 店舗 20 種以上の「食」が集まり、完売する店舗もありましたよ。 

 

 

 

湯梨浜町国際交流員
のジュリアナさんも

もちつきに挑戦！！ 
腰が入ってます♪ 

 

★ステージでは人気のお笑いタレント ハイキングウォーキ

ング、ほのまるお笑いショーや、地元の小学校によるミニコ

ンサート、JA 鳥取中央北条女性会の踊りやフラチームによる

フラダンス、打吹太鼓にマジックショー、アニソンバンド、

ご当地アイドルのステージなど・・大いに盛り上がりました。

アトリウムでは、名前入り長寿箸制作コーナーやフリフリバ

ター作りなどの体験コーナーや“ゆりりん”をはじめとするご

当地ゆるキャラが集合し、ちびっこたちと１０ｍ走でふれあ

いました。 

 

 

  

未来中心アトリウムでは色々な体験
コーナーもありましたよ。 

 

■今年で１６回目を数える「ハワイアンフェスティバルハワイ in ゆりはま」
が 7 月４日（土）、５日（日）の 2 日間、ハワイアロハホールで開催されま
した。平成 9 年、アメリカ合衆国ハワイ郡と姉妹提携を結び、その 3 年後
から始まった町をあげての一大イベントです。 
４日（土）は、お昼のイベントとしてフラダンスやウクレレ教室、カヒリ作
りなどのハワイアン教室が開催され、参加した約 280 人の皆さんは、ハワ
イアンアーティストからハワイの独自文化などを直接指導を受けられまし
た。夕方からは、岡山近郊を中心に活動される「岡山ヒナファミリー」の皆
さんによるハワイアンミュージックの生バンドの演奏や、地元フラチームに
よるフラダンスなど、気軽にハワイアンを体験できるウェルカムコンサート
が開催されました。５日のアロハステージには、昨年を上回る 51 チーム 
(約 880 人)のフラダンサー 
達は、艶やかなフラドレス 
に身を包み、ダンスを披露 
すると、会場からは大きな 
拍手と声援が沸き起こりま 
した。 
 

 
■アロハホールのロビーには、ハワイのアクセサリ
ーや小物類、バッグやドレスの他、フラには欠かせ
ないパウスカートなど色鮮やかな商品がズラリ並
び、お買物を楽しむ方々で大賑い♪ 
地元からは、ゆりはまを愛すプロジェクトからゆり
はまアイス、アロハカーニバル実行委員会からアイ
スコナコーヒー、㈲石沼からゆりはませんべいやと
まり漬けをはじめとするお土産類、わいわいカンパ
ニーからパン・スイカ、淀屋からホットコーヒー、
湯梨浜町商工会女性部からげんき梅の加工品を販売
し、イベントを盛り上げました。 

ここでも人気のゆりりん♪ 

 

 

 

■6 月 13 日(土)、14 日(日)の２日間、湯梨浜町藤津のあや
め池公園で「花と緑のフェア」が開催されました。 
10：00～開始されるイベントでしたが、今が見頃のスイレ
ンは早い時間が特に美しいと言われるだけあって、早朝より 
カメラを構える方の姿も多く見られました。感性光るガーデ
ンコンテストや、花と緑のクイズラリー、今大人気の多肉植
物の寄せ植え教室の他、子どもたちも大満足の工作体験コー
ナー(鳥取砂丘こどもの国協力)などもあり、盛りだくさんの
２日間でした。スイレンは 9 月頃までが見頃で、8 月下旬か
らはタマノカンザシが鑑賞できます。ぜひお出掛け下さい。 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■６月 9 日（火）湯梨浜町松崎に鳥取県産の食材を中心にした飲
食店 “陽”(ひなた）がオープンしました。 
早くも人気店の気配ムンムンのこちらのお店は・・町内産の新鮮な
野菜や魚などを使用した、こだわりのお料理の数々。 
お昼のランチは日替わりメニューでドリンクバーがついて、７５０
円というリーズナブルさ！！お仕事帰りにちょこっと寄れる夜の
「定食」も大人気ですよ。もちろんお酒もいただけます♪特にオス
スメなのが、イカと大山どりを使った自家製ソーセージです。ジュ
ーシーで味わい深い逸品をぜひご賞味あれ♪ 

 

 

 

・牛そぼろと牛蒡の 
チラシ寿司 

(県内産こしひかり) 

          税込 1,620円 

・ピーマンの肉詰め 

・ハムカツ 
(大山ハム使用) 

・懐かしのスパゲティ 

ナポリタン 

 

・白ネギと桜えびの 
だし巻き玉子 

(湯梨浜ファームの新鮮卵) 
・さつまいもの天ぷら 
・いちご大福 
 

・鰆の梅酢煮 
(湯梨浜町野花豊後 100％梅酢) 

・福煮（油揚げの中に鶏肉、ひじき、

人参、銀杏、求肥を入れた巾着） 
・季節の炊き合わせ 
・甲イカと木耳と胡瓜の梅みそがけ 

(湯梨浜町野花豊後 100％梅みそ) 
 
 

・ブルーベリー 
らっきょう 

 

[お申込・問合] 会席佐藤 湯梨浜町松崎 425 (0858)32-0752 Fax(0858)32-2521 

■創業は大正元年。当時の「魚屋」から始まり、現在の

「仕出し業」「宴会」に変わりながらも 100 年以上にわ

たって地元の皆さまに愛されながら湯梨浜町松崎で営

業をされてきた「会席 佐藤」さん。そんな佐藤さんか

ら昭和レトロを思わせる懐かしさいっぱいの創作弁当

が完成しましたよ。見て、食べて、懐かしい味で具だく

さん。その名も｢レトロモダン弁当｣(^^)６月 15 日に町

内関連団体のお客様を招き、試食会が行われました。 

 

 

心も温かくなるお弁当を食べると、会話にも花が

咲きますね♪ 

 
食材は徹底して町内産、県内産にこだわ

り、参加された方からも「どこか懐かしく

母を思わせる優しい味。地元の良さがぎっ

しり入ったお弁当ですね」と大絶賛。 

今後のまちのにぎわいに一役

かってくれそうです。 

配達、宴会、仕出しのご注文、

ご希望等は下記にお問合せ

ください。 

 

■森、里、海が連なり豊かな環境をもつ湯梨浜町♪「道の駅」「海の駅」
「池の駅」「町の駅」「山の駅」５つの駅で利用できるプレミア付きの
お得な商品券を販売します。使用期間は今年いっぱいまで！何かと物
入りの年末のお買物も、これがあればＯＫヾ(･∀･)ﾉ無くなり次第終了
ですよ。使用期間中は利用店舗で様々なイベントが開催されますので、
要チェック！！詳しくは各店舗へお問合せ下さい。 

 

       
商品券 1冊 5,000 円（500 円券 12 枚綴り） 

 
 販売冊数 

販売開始 

使用期間 

2,000 冊 
（各店舗 200 冊限り、お一人様 2 冊まで） 

 

 8/1（土）～12/31（木）まで 

 

8/1（土）～  

 

[商品券利用店舗(販売)] 

 
★道の駅はわい★ 
湯梨浜町宇野 2343 
(0858)35-3933 

 

★道の駅燕趙園★ 
湯梨浜町引地 565-1 
 (0858)32-2184 

 
★湯梨浜振興合同会社★  ★サカナクワイヤ★ 
湯梨浜町泊         (0858)35-3933 

 

 ★ゆアシス東郷龍鳳閣★ 
湯梨浜町引地 560-7 
(0858)32-2622 
 

★Café ippo★ 
湯梨浜町南谷 573 
(0858)35-6161 

 
★ぱにーに湯梨浜店★ 
湯梨浜町旭 27 
(0858)24-4722 

 

★いきいき直売よどや★ 
湯梨浜町旭 404-14 
(0858)32-1987 

 
★三八市★ 

湯梨浜町旭 
(0858)32-1987
5 

 

★センコースクールファーム★ 

湯梨浜町はわい長瀬 1350-1 
(0858)35-5238 

 【問合】各店舗、または ゆりはま５つの駅まつり実行委員会（役場産業振興課内）（0858）35-5382 FAX(0858)35-5376 

 

 

 

お食事処 陽(ひなた) 湯梨浜町松崎 553-3  
駐車場あり 営:11:00～14:00/17:00～23:00 
月曜日休 （０８５８）３２－２３２３     ある日のランチ♥ 

 

 

 

 期間限定アロハ丼 
自家製ソーセージと 

とろ～り温玉が 
た、たまらないっ！ 

 

★毎年恒例となりました湯梨浜の夏の風物詩「サマーわく

わくフラダンスショー」。湯梨浜を中心に活動中の地元フ

ラダンスチームが華麗なダンスを披露します。 

はわい温泉・東郷温泉にご宿泊のお客様、近隣のお客様も

ぜひ会場までお越し下さい。 

今年より屋内施設でのショーですので、雨天決行ですよ♪ 

 (開催日) 7/18(土)、7/25(土)、7/26(日) 

     8/1(土)、8/2(日)、8/8(土)、8/9(日) 

(時 間) ２０：１５～２０：３０ 

(会 場) 羽衣：ふれ愛ランド（羽衣敷地内の建物です） 

 

 

★ふれ愛ランドの会場では、来場者の皆

さまへアイスコナコーヒー、マンゴージ

ュースのドリンク無料サービス！！ 

★はわい温泉広場では、フワフワこだわ

り氷の“かき氷”の販売もしていますよ

(100 円)みんな、来てね♥ 

【問合】はわい温泉・東郷温泉旅館組合 
   （０８５８）３５－４０５２ 



 

 

 
ハワイ海水浴場 宇野海水浴場 石脇海水浴場 

特  徴 

はわい温泉から車で

１０分。遠浅で白い

砂浜青い海が自慢の

ハワイビーチです♪ 

海岸沿いには日本海

の景観を楽しむこと

ができる宇野島の遊

歩道。真夏の水平線に

は幻想的な「漁火」 

「快水浴場百選」や

「日本の水浴場８８

選」にも選ばれた弓

形の海岸線が美しい 

「鳴り砂」のビーチ 

開設期間 
７月 16 日（木） 

～８月 18 日（火） 

７月 11 日（土） 

～８月 17 日（日） 

７月３日（金） 

～８月 31 日（月） 

監視時間 ９:00～16:00  8:30～16:30 8:30～16:30 

駐車料金 1,000 円/日 1,000 円/日 1,000 円/日 

駐車台数 100 台 50 台 300 台 

休 憩 所 ２棟 １棟 １棟 

休 憩 料 
600 円（大人） 

300 円（小学生） 
なし 

500 円 

（小学生以上） 

宿泊関係 

はわい温泉・東郷温泉旅館組合 

湯梨浜町はわい温泉 5-22 

(0858)35-4052 

(民宿 海晴館) 

全４室  20 名まで 

一泊二食 7,500 円～ 

湯梨浜町石脇 

(0858)34-2632 

キャンプ場 臨海公園 無料 休止中 1,000 円/張・日 

問合せ   

 
 

 

     ※はわい海水浴場、宇野海水浴場内でのバーベキューは禁止です。 

 
 
   

 

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」の郵送の他、協会の facebook
等でも、お店やイベントの PR をさせていただきます。
詳しくは、当協会までお問合せ下さい。 
(０８５８)３５-４０５２ 年会費：２,０００円 

 

 

 

 

はわい温泉・東郷温泉観光案内所 
(0858)35-4052 
★キャンプ場問合せ★ 
東郷湖羽合臨海公園あやめ池スポーツセンター 

(0858)32-2189 

湯『いきいき直売よどや 1 周年記念』 
よどやオープン 1 周年を記念してお得な割引や 
プレゼント特典のあるキャンペーンを実施します。 
[開催]７月１６日（木）、１７日（金） 
[時間]10：00～ 
★16 日、17 日の 2 日間ご来場のお客様先着 30 名
様に粗品を進呈しちゃいます。 
★7 月のお買物 500 円枚に補助券 1 枚進呈。 
補助券 10 枚で 500 円の商品券と交換します。 
★7 月いっぱい UCC 本格コーヒーを割引します。
80 円→50 円で提供！！ 
[その他］ 
直売コーナー：新鮮野菜と果物、地元商品のパン、
たまご、お惣菜等を販売。 
旧 A コープ前：サカナクワイヤとまり朝市が鮮魚、
海産物を販売。 
[問合]いきいき直売よどや運営会 湯梨浜町旭 

（０８５８）３２－１９８７ 
湯『花かっぱ 花さけ、パッカ～ん♪ 

わくわくフェスティバル」 
TV アニメ放送中、大人気の「はなかっぱ」のイベ
ントが登場！はなかっぱのお家の前では等身大の
はなかっぱと、ももかっぱちゃんがお出迎え♪ 
はなかっぱと一緒に頭にお花を咲かせることが出
来る映像を使った遊びや、はなかっぱ SL、フワフ
ワなど楽しいコーナーがいっぱい。 
[開催]７月２４日（金）～８月２３日（日） 
[会場時間]9：00～17：00 ※最終入場 16：30 

[はなかっぱとのふれあいタイム］ 
7/26(日)、8/2(日)、8/9(日)、 
8/13(木)～16 日(日)、8/23(日) 
①10：30～11：00 握手や 
②14：30～15：00 ハイタッチでふれあおう♪ 
[入場料] 
 

 

 

 

 

イベントの入場には燕趙園入園料(高校生以上 500 円、 

小・中学生 200 円）も必要です。チケットは入場料と 

入園料を合わせた赤字の金額で販売いします。 

※カッコ内は前売り、20 人以上の団体料金です。 

※障害者手帳等をお持ちの方 (介助者有料)、２歳以下の

お子様は入場無料です。 

[会場]中国庭園燕趙園 湯梨浜町引地 565-1 
（０８５８）３２－２１８０ 

★な、なんとチケットにはゆアシス東郷龍鳳閣の特
別割引券付！！夏の暑さをプールで遊んで吹っ飛
ばそう！！ 
 
 
 
[お風呂、プールお問合せ]ゆアシス東郷龍鳳閣 
湯梨浜町引地 560-7（０８５８）３２－３６２２ 
[チケットお問合せ]日本海新聞中部支社事業課 

（０８５８）２６－８３４０ 

20 分～40 分のクルージング!! 
★ハワイ発祥のオーシャンスポーツで、サーフボー
ドの上に立ったまま乗り、パドルで漕ぐスタイルで
サーフィンやボディーボードと比べ目線が高いので
今までに見たこともない世界を体験 
できますよ。 
イベントとしては鳥取県中部初！！ 
スタッフが丁寧に指導してくれる 
から初めてでも安心。もっと身近に 
“ハワイの夏”を体験しちゃおう♪ 

 
[日時]カーニバル期間中の毎日 

(７月、８月) 10：00～16：00 

[費用]大人(中学生以上)1,000 円  

   小学生      500 円 

     未就学児童       100 円 

[場所]東郷湖羽合臨海公園(宇野地区) 

◎風、波、天候によって出来ない 

場合があります。         

 

◎全てのＳＵＰ体験は保険加入済です。◎未就学児童の場合のみ保護者同伴で

お願いします。◎濡れてもよい服装での体験をお願いします。（タオル要） 

※この体験には道具一式がついております。これ以外のレンタルに関しては 

FARSIDE スタッフにお問合せ下さい。 

 

注
意
事
項 

アロハカーニバル実行委員会事務局（０８５８）３５－４０５２ 

 ★1 枚で１回の利用（3 名までＯＫ） 

 

  

 

アロハカーニバル PR大使 
ジュリアナ・ケレハーさん(右)と 
（湯梨浜町国際交流員） 
サーフショップ FARSIDE の Iさん 

 

 

 

石脇海水浴場 
090-3374-8857 

※エリア内で BBQ を
する場合 1,000 円 
(予約不要) 

 


