
★宿泊特典★期間中にはわい温泉・東郷温泉に 

宿泊された方を対象に、抽選でステキなプレゼン

トが当たります。 

１等 ハワイペア旅行券×１名様 

２等 はわい温泉・東郷温泉ペア宿泊券×２名様 

３等 ハワイ・アロハグッズ×２０名様 

★アロハ丼・アロハバーガースタンプラリーでプ
レゼントをもらっちゃおう。 

♥期間中、提供店舗や旅館でオリジナルアロハ丼、アロ
ハバーガーを食べてスタンプをもらおう♪  
達成すると湯梨浜のオリジナルアイス「ゆりはまアイス」

や、粒が大きく味が濃厚な東郷湖特産の「ヤマトシジミ」
をプレゼント♪ 

★鳥取県中部発！！ハワイ発祥のオーシャン 

スポーツ『ＳＵＰ』サップ体験 

(スタンドアップパドル) 
東郷湖羽合臨海公園(宇野地区)で 

ＳＵＰ体験！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

ボディボードと比べ目線が高いので、今までに見たこ

とのない世界を体験できます。老舗サーフショップ「フ

ァーサイド」協力（倉吉市清谷町 2 丁目） 

※無料体験デーも予定しています。 

★コナコーヒー＆アロハボトル登場！！ 
♥本場ハワイ産のコナコーヒーを鳥取のはわいで
どうぞ♪香り高い常夏の雰囲気が味わえます。 
♥地元の福羅酒造が考案したオリジナ 
ルのお酒です。今宵は、”はわいのお酒” 
に酔いしれてみませんか。 

 

 
★アロハモニュメント撮影でプレゼント 

♥ アロハモニュメント前で写真撮影をして、アロ

ハカーニバル fecebook に投稿すると記念品をプ

レゼント♪※記念品が無くなり次第終了 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
●○●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 ４8 

 

２０１５年５月１０日発行(毎月１０日発行) 

  

 

■『アロハカーニバル 2015』開幕間近★お待たせしました！
今年も湯梨浜に熱い夏をお届けしますよ～。 
昨年大好評だった「アロハ丼スタンプラリー」「コナコーヒ
ー」「冷酒アロ～ハ」のオリジナル飲食系の他、ハワイペア
宿泊券や、はわい温泉・東郷温泉ペア宿泊券、アロハグッズ
などが当たっちゃう宿泊特典企画などをさらにパワーアッ
プして開催します。期間中は、他では見られない、食べられ
ない、体験できない湯梨浜の“ＡＬＯＨＡ”がいっぱい。 
Ｈａｗａｉｉに染まる８２日間の内容を、ゆりはまにあが 
いち早くご紹介します。 

★さらに！！宿泊のお客様が、町内のアロハ丼、 
バーガー提供店舗でお食事されると「宿泊証明書」提示 
でプレゼントがありますよ。 
 

  

★パンケーキやひんやりスイーツなど、オリジナルの
スイーツ販売店もあります。こ・れ・は見逃せない♪ 
 

 
 

 
 

  

 

 

きみわた×アロハモニュメント 

 

[問合]アロハカーニバル実行委員会 

  （０８５８）３５－４０５２ 

カーニバル新着情報をリアルタイムにお届け

するページ★アロハカーニバル facebook 

https://www.facebook.com/aloha.car?ref

=ts&fref=ts 

 
 

★アロハ丼、アロハバーガー、スイーツ、お

酒、コナコーヒー参加店舗は左の通りです。

アロハ丼は、野菜と卵、メイン具材を使い、

ハワイを意識したオリジナル丼に仕上がっ

ています。今年から登場したアロハバーガー

も各店舗が普段メニューにはない特別な

“ono”オノ(ハワイの言葉で「美味しい」とい

う意味）をお届しますよ～。 

※詳しくは６月上旬発行予定のアロハカー

ニバルガイドブックでお知らせします。 

今しばらくお待ちください。 

 

mailto:yurihama-kankou@yurihama.jp
https://www.facebook.com/yurihamakannkou
https://www.facebook.com/aloha.car?ref=ts&fref=ts
https://www.facebook.com/aloha.car?ref=ts&fref=ts


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[問合] 湯梨浜町観光協会（０８５８）３５－４０５２ 

[御祈祷申込・問合] 倭文神社社務所（０８５８）３２－１９８５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■九品山大伝寺は、今から約 990 年前の平安時代の創設で、十一面観世音
菩薩と阿弥陀如来を御本尊としています。また、大和市（奈良県）の当麻
寺より、中将姫及び二十五菩薩を勧請してお祀りしています。江戸中期に
記された史書「伯耆民談記」によると、当麻寺（奈良県）、善光寺（岐阜県）、
大伝寺（鳥取：湯梨浜町）の※九品連台(くほんれんだい)の霊場で、それは
大伽藍だったと伝えられています。 
※九品連台(くほんれんだい)極楽浄土に往生する時に座る台。九等の階位がある。 

[問合]九品山大伝寺 湯梨浜町引地 （０８５８）３２－０９５４ 

 

■九品山会式は、毎年旧暦 3 月 14 日～15 日に行われますが、今年の旧暦は 5 月 2 日、３日で連休と重
なり、多くの方で賑いました。3 日の午後２時からは、※卒塔婆(そとば)や、古い位牌、不要な仏壇・仏
具類を供養して焼却し、全ての仏様のために心を込めて供養する『流れ潅頂大施餓鬼供養』と、九品ばや
しを奏でるなか、中将姫のお得を敬って『中将姫練り供養』が行われました。昔から東郷湖の水の彼方に
他界があり、東郷湖や大伝寺は『極楽浄土の入り口』だと言い伝えられています。 

 

■倭文神社社務所の裏手には、湯梨浜町宇谷の海岸近くま

での約３キロ続く『裏参道』と呼ばれる小道があります。 

地元の方は幼い頃より馴染みのある道でもありますが、時

代の流れと共に荒れ果てていました。実は、古事記や日本

書紀にも関連して、ご祭神７柱のお一人である下照姫命が、

出雲よりこの地に降りられた際、この小道を通って神社へ

移り住んだと古くから語り継がれている道なのです。 

地元の皆さんで整備されていたものが長らく中断されてお

り、昨年から神社の守り手の役割をかって出られた橋津歴

史塾のメンバーや神社総代、地域の皆さんの手により草刈

り作業が行われています。いにしえの時を感じさせ神秘的

な魅力を持つ参道の途中には、下照姫命のお付きの方が居

住したと思われる石垣も残っているのです。 

まだ謎に包まれた裏参道、下照姫命のルーツを探るため文

化財保護委員と共に調査中ですが、近い将来下照姫命をは

じめとするお付きの方たちの行列が、この裏参道を練り歩

きながら参拝するような祭事が出来たら・・と有志の方々

がお話されていました。 

★今後も地元の皆さまをはじめ、県内外の皆さまのご協力

をよろしくお願いいたします。 

 

 伯耆三十三観音霊場  

第二十七番の札所 

 

※卒塔婆（そとば）とは、供養のために用いる細長い
板のことで、故人や先祖を追善供養する目的で立てら
れます。塔婆を立てる=善を積むという行いによって、
故人の冥福につながると考えられ、また塔場供養は自
身の善い行いとしても奨励されています。 

  

 

■５月１日（金）湯梨浜町宮内にある伯耆の国一ノ宮「倭文(しとり神社」

の例大祭が行われ、多くの参拝者で賑いました。午前中は神事や、地元の女

子中学生による平和を祈る心の舞「浦安の舞」も奉納されましたよ。 

『天地(あめつち)の神にぞ祈る朝なぎの海のごとくに波たたぬ世を』海の朝

なぎのように静かで平和な世でありますように…という願いを込めた浦安

の舞の歌詞で、昭和１５年に皇紀 2600 年祝典の際に作られた近代神楽で

す。この日のために女子中学生 6 名は、1 回約 1 時間半の練習を合計５回、

社務所で宮司さんらの指導のもと、熱心取り組まれました。午後からは、わ

っしょいわっしょいと威勢の良い掛け声と共に、五穀豊穣・家内安全・商売

繁盛を願う、お神輿も登場し、例大祭に華を添えました。 

 

  

[亀石］かめいし 湯梨浜町宇谷海岸（約 5ｍ沖合） 
出雲からカメの背中に乗ってやってきた下照姫が「こ
こでしばらく待っていなさい」と陸へ上がったのです
が、あまりの美しい風景に帰るのを忘れ、この地へ住
むことにしました。カメは言われた通り待っており、
とうとう石になってしまったということです。 

 

 

 

■湯梨浜町北福にある高さ４４㍍の今滝は、三方を絶壁で覆わ

れ、豪快さと幽玄さを漂わせています。その滝の勇姿を楽しみ

ながら渓流沿いにせり出した「床」で味わう料理は格別です。

マイナスイオンをたっぷり浴びながら 

地元の食材をふんだんに使った滝床料理 

を是非お楽しみ下さい。 

 

住職の方々がその場で戒名や施主の名前を書いて下さいます。 

 

 

 
【滝床料理ツアー】 
５月下旬～１１月中旬 最大収容７４名 

(場所)今滝：湯梨浜町北福 

(料金)団体対応 滝床御膳 2,100 円～(税込)最少催行 15 名～ 

個人対応 滝床弁当 1,500 円～(税込)最少催行４名～ 

 
滝床御膳      天女からのおくりもの弁当 

 (2,100円～)     (1,500円～) 

 

 

★雨天及び天候不順の場合、食事場所が変更する
場合があります。その他お問合せ先は↓↓ 
【問合・お申込み】湯梨浜町観光協会 
（０８５８３５－４０５２ 
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         ■主に河川の中流域や、河口近くの汽水湖に多く生息しているエビで、体長約８センチ。東郷
湖には年中いますが、一般的に初春から夏の終わりごろまで釣ることができ、梅雨の時期が最
もよく釣れるようです。 

           
 

釣って楽しい♪ 

食べて美味しい 

★手長エビは夜行性で、夜間から早朝にかけてエサを求めて活発に行動し
ます。昼間に出会いたいなら、ミミズやゴカイをつけた小さな針を石の隙
間に入れてやると・・・エサを食べにやってきます。掛かったかな？と思
っても焦らず、しばらく待ってから上げると、ピンピンと勢いよく跳ねな
がら上がります。何といってもあの姿、かっこいいでしょ！お子さまでも
簡単に手長エビ釣りを楽しむことが出来ますよ。一般的な棒でも釣れます
が、本当に楽しみたいのなら柔軟な竿やエサの工夫でさらに釣れるように
なるそうです。引きもすごい！！ 
★または米ぬかを練ったものを団子状にし、岸辺に撒いてしばらく待つと、
岩場の陰から大きなハサミが！！あとはエビ専用の網があれば OK(^^) 
手長エビ釣りについて詳しく知りたい方は、コチラへ↓↓ 
湖畔の釣具屋さん「津村釣具店」 湯梨浜町松崎 355-12 
（０８５８）３２－０２２７ ※エビ捕網(400円)もあります。 

 

●下処理(泥抜き)で 
さらに美味しく● 

27 度以下の多めの水を張
り、水を替えながら約 2 晩
エビを生かします。塩、片
栗粉等でさらに汚れを落と
したら調理。素揚げ・てん
ぷらがオススメ♪味付けは 
★シンプルにお塩だけで 
★ピリッと塩こしょうで 
★バジルマヨネーズでイタ
リアン風に 
 

▲夜、懐中電灯と網で
捕った手長エビ 
※お子様は保護者同伴
が必須ですよ。 

(２便）１１：１０倉吉駅バスターミナル発  

(２便) １１：２５はわい温泉・東郷温泉観光案内所着 

 

4/29(水・祝)～11/23(月・祝)までの土・日・祝・夏休み期間などに運行★各地キャンペーンの特典と合わせてまわればもっとお得な旅に！！ 

★中国庭園燕趙園：宮廷ロマンよみがえる国内

最大級の庭園で雑技ショー観覧 

(9：30～/13：30～/15：00) 

チャイナドレスレンタルで気分は↑↑ 

★ランチはアロハ丼♪(詳しくはゆりはまにあ

最初のページをご覧ください) 

★龍鳳閣のレンタサイクルで松崎駅周辺昭和

レトロな町並み散策、足湯めぐり 

★燕趙園前広場でグラウンド・ゴルフ 

★倉吉エリア、三朝エリアのチェックポイントを周遊 
できるループバスです。ミステリーツアーに参加して 
いる人はもちろん、参加していない人でも、楽しみ 
方はいろいろ！！鳥取中部エリアを運賃無料でまわれ
るので、自分だけのオリジナル旅を、満喫できますよ。 
 

運賃は、なんと！！ 
無料です★ 
どなたでもご利用い
ただけます。 

観光案内所にて湯梨浜の地図を GET！！お得

な割引情報もありますよ♪ 

ぜひお立寄り下さい(*^^) 

★はわいエリア４ヶ所の足湯めぐり・散策。 

★観光案内所レンタサイクルで 600ｍハワイ

との友好のシンボル「アロハモニュメント」

で記念撮影♥写真提示で、はわい温泉・東郷

温泉の入浴剤をプレゼント 

しちゃいます。 

（観光案内所にてお渡し） 

 

(３便)１２：２５はわい温泉・東郷温泉観光案内所発 

(３便)１２：３５中国庭園燕趙園着 

 

「トリパス」利用期間：4/18～6/30   「アロハカーニバル」イベント 6/11～8/31 

「トリパス」特典！ 

★中国庭園燕趙園入園料 2割引（0858）32-2180 

★ゆアシス東郷龍鳳閣全館利用割引（0858）32-2622 
★中国土産処老龍頭 楊貴妃のささやきソフト 100円引き（0858）32-2677 
★国民宿舎水明荘：宿泊のお客様にワンドリンクサービス 
※詳しくはお問合せください。（0858）32-0411 
★湖泉閣養生館：日帰り入浴割引（0858）32-0111 

｢トリパス｣特典！！ 
★山本みやげ店：黒豆茶サービスとお土産
10％割引（0858）35-4141 
★ゆの宿彩香：売店お買物 10％割引 
（0858）35-3311 
 

 

 

 

[問合]とっとり梨の花温泉郷
広域観光協議会 

（０８５８）２４－５０２４ 
http://nashinohana.com 

 

 

 

 

實惠 
謝謝♥ 

 

 

■鯉のぼりでお馴染みの縁起物の『鯉』は、中国では紀元前 5 世
紀に養殖記録が残されており、日本書記には景行天皇が美濃の国
で池に鯉を放ち、鑑賞したと記されており、化石も発見され古く
から生息していたようです。暖かくなった 4 月下旬～5 月初旬、
東郷湖の支流でも鯉の産卵風景が見られるようになりました。 
昔に比べると湖の鯉はずいぶん少な 
くなったようですが、この時期浅瀬 
に集まった鯉は、バシャバシャと水 
の音を立てながら水草に産卵と放精 
を行います。 

 

一度の産卵数は５０万～６０万と言われ、４日～５日ほどで孵化し

浅瀬から湖の深いところに移動します。東郷湖のきれいな流水の中

の鯉は臭みもなく、身のしまりも良く歯ごたえも抜群なのです。 

はわい温泉での養殖も、これに負けず劣らずの仕上がりになってい

ます。みなさんも、ぜひご賞味ください。 

 

 
 

 

 

 

 プリプリの食感が    母乳の出が良くなると  カリッと揚げた鯉に 

たまらない「鯉のあらい」 言われる「鯉こく」 しっとりあんをかけて 

http://nashinohana.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[期間]６月６日（土）～６月２１日（日） 

[時間]２０：００はわい温泉出発⇒各旅館⇒現地 

[予約]当日１７：３０までに宿泊旅館にて予約・受付 

●期間中毎日運行しますが、天候により中止すること 

がございます。 

●当日の天候、気温によりホタルが見られる数が変 

わることがございます。 

●環境保護のため、ホタルの持ち帰りはご遠慮下さい。 

 

 

 

■世界には約 2,000 種類のホタルが生息しており、日本では約 50 種類が確認

されています。そのうち光るのは８種類。オスは、発光しながらメスへプロポ

ーズ♥ピークの時間は２０時～２１時です。幻想的な優しい光は、体中の複雑

な化学反応によって光るそうです。今年も、そんなロマンチック初夏の風物詩、

ゲンジボタル鑑賞ができる「ホタルバス」を運行します。 

※はわい温泉・東郷温泉にご宿泊のお客様が対象です。 

 

 
 

 
 

キャンペーン期間中、対象の旅館、
ホテルに宿泊し「宿泊証明印」を押
したハガキで応募すると抽選でプレ
ゼントが当たります。 

 

★旬のお出掛け情報や、すぐに使えるお得な特典が満

載！！まずはトリパスを GET しよう♪ 
【キャンペーン期間】 
平成２７年４月１８日（土）～６月３０日（火） 

※パンフレット裏面の応募はがきか、官製はがきに必要
事項を記入の上応募して下さい。 

★春旅は「スナバ」に行こう！４エリアのスナバポイント（鳥取砂丘エリア・

浦富海岸エリア・北条砂丘エリア・弓ヶ浜エリア）に出掛けると春旅限定デ

ザインの缶バッジが作れます♪W チャンス 4 エリアのスナバを制覇して応

募すると「砂の丘（２個セット）」（ほろほろの食感がたまらないスノーボー

ルクッキー）が抽選で３０名様に当たります。 

★対象の旅館、ホテルに宿泊して応募すると抽選でプレゼントが当たります。 

※商品はパンフレットまたは HP でご確認ください。 

★県内１００施設以上で、通常では考えられないスゴイ割引や特典がいっぱ

い！バッグの中には「トリバス」を(*^^) 

[問合]鳥取県観光連盟 〒680-0831鳥取市栄町６０６ まるもビル５階 

（ ０８５７）３９－２１１１ FAX（０８５７）３９－２１００ 

http://www.tottori-guide.jp/ 

 

 
湯『松崎名物★春なのに三八市(さんぱち)』 
10 月の３と 8 の付く日に開催されている三八市が

春に開催！！  

[開催]５月２４日（日） 
[時間]９：００～１２：００ 
[会場]ＪＲ松崎駅前旧Ａコープ、いきいき直
売よどや、たみ 
★フリーマーケット、プチつまみぐいストリ
ート、起震車体験、ラフターヨガ  
[特別公演] 
演劇「父と暮らせば」公演 
[時間]１４：３０開演（１４：００開場） 
[入場料]１，０００円（中学生以下無料） 
[会場]まつざきこども園 
[問合]三八市実行委員会 野口 
   ０９０－７７７９－６１７５ 
鳥『ガイナーレ鳥取湯梨浜ホームタウン・ディ』 
 
 
 
 
 
 
 
[開催]５月１７日（日） 
[時間]１３：００キックオフ 
[会場]とりぎんバードスタジアム 
[対戦相手]Y.S.C.C.横浜 
[チケット] 
バックスタンド自由席（一般）1,000 円 
通常前売り 1,700 円(当日 2,000 円) 
※町内の小学生は無料で招待されています。 
[販売場所]湯梨浜町役場 
生涯学習・人権推進課(0858)35－5367 
東郷支所(0858)32－1111   
泊支所 (0858)34－3111 
★いずれも月～金 8：30～17：15 
[販売期間]５月１５日（金）１７：１５まで 
[問合]教育委員会生涯学習・人権推進課 
  （０８５８）３５－５３６７ 
 
 
 
≪湯梨浜イベント日程≫ 
★ハワイアンフェスティバル 7/4(土)・7/5(日) 

★湯梨浜夏まつり（綱引き）7/18(土) 

★水郷祭 7/19(日)  

★とまり夏まつり 7/25(土) 

★サマーわくわくフラダンスショー 

7/18(土)・7/25(土)・7/26(日)・8/1(土)・ 

8/2(日)・8/8(土)・8/9(日)  

★ジュニアグラウンド・ゴルフ発祥地大会 8/1(土) 

★燕趙園花火 8/2２(土) 

★ドラゴンカヌー8/2３(日)、8/22(土)前夜祭 

※詳細は順次お知らせいたします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

 

 

 

［問合］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 FAX（０８５８）３５－４７０１ 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

東郷池冷凍しじみ（ゆアシス東郷龍鳳閣） 
★黒いダイヤとも言われる大粒で味が濃厚なヤマトシジ
ミ。冷凍することで栄養価もアップ！！ 

【期間】４月２９日（水）～６月３０日（火） 
【応募締切】７月７日（火）必着（郵送） 
※各施設の応募箱には６月３０日までに投函して下さい。 

 [問合]とっとり梨の花温泉郷広域観光協議会 
（０８５８）２４－５０２４ http://nashinohana.com 

 

 

 

春バージョン！！ 
始まるよ★ 
 

■お待たせいたしました！新緑の眩しいこの季節、「６（シックス）エリアス
タンプラリー《春》」が始まりましたよ。★期間中、各施設 
に設置のスタンプを各エリアから１つずつ、合計３ポイント 
集めて応募すると抽選で６エリアの特産品が当たります。 
湯梨浜町からのプレゼントはコチラ↓↓ 
 

 

ゆりはまげんき梅セット（湯梨浜町商工会） 
★実が大きく果肉が厚い湯梨浜産の大梅「野花豊後」を
使用した美味しい加工品の詰め合わせ♪ 

 

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 

 

 

ガイナーレ鳥取は、鳥取県全域をホームタウンとし県 
民の皆さんと心通わせ、感動を共有できるクラブにし 
たいと活動をされており、5/17は湯梨浜の日となって 
います。バックスタンド裏にはゆりはまアイスの販売 
コーナーや名所を PRする観光ブースが登場！ 
また、観戦にお越しの皆さまには先着１００名様に「は 
わい温泉・東郷温泉入浴剤をプレゼント！ 
この機会にスタジアムでガイナ―レを応援しよう。 

 

http://www.tottori-guide.jp/
http://nashinohana.com/

