
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★☆★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 ５３ 

２０１５年１０月１０日発行(毎月１０日発行) 

 

 

 

■6 月 10 日の内覧会からスタートし、８月 31 日まで約 3 カ月のロングランイベントとなっ

た「日本のハワイ アロハカーニバル 2015」。アロハ丼以外に、アロハバーガー、アロハスイ

ーツも加わった飲食店スタンプラリーは、参加店舗も 23 に増えて賑いを呼びました。 

さらに宇野地区の海では、新感覚マリンスポーツ「スタンドアップパドルサーフィン」の体験

イベントも企画し、無料体験日を設けたことにより、県外からもたくさんのお客様がお越しに

なりました。9 月 28 日（月）café 楽（湯梨浜町はわい長瀬 687-1）で行われたフィナーレで

は、鳥取情報文化研究所 所長 植田秀樹さんを講師にお迎えし「イベントの作り方と名物料理

の産み出し方」について、講演をいただきました。植田さん自ら経験されたことや、様々な食

に関するデータを、プロジェクターを使って分かりやすく解説され、貴重な時間を過ごすこと

が出来ました。大変興味深く、私たちも積極的に取り組んでいきたいお話ばかりでした。 

講演の後は、多く売上されたことはもちろん、アロハ丼をはじめ、新たにアロハバーガー、 

 

 

アロハスイーツ等の開発にもご協力いただいた店舗
を、金賞・銀賞・銅賞・特別賞として表彰式が行われ
ました。 

 

 

 

食のアドバイザー 植田秀樹さん 

★金賞★キッチンカフェ ルアウ岩本さん 

★金 賞★ キッチンカフェ ルアウ(湯梨浜町はわい長瀬 555-1)0858-35-4255 月曜日休 

 

アロハ丼、アロハバーガー、アロハスイーツの 3 種を提供され期間
中の売り上げは第二位。特に、アメリカンスタイルに徹したバーガ
ーのボリュームは、他を圧倒する存在感でした！！ 

★銀 賞★ cafe 楽 (湯梨浜町はわい長瀬 687-1）0858-35-466８ 無休 

       

     

●特別賞●お食事処陽（ひなた） 

 

★銅 賞★ レストラン吉華 (湯梨浜町引地 560-3）0858-32-2633 不定休 

 

 

 

 

カーニバル以前からハワイをイメージした店内は、ハワイアンミュージ
ックと暖かい日差しを浴びることが出来る開放的な空間♪ 
オーナーの岩本さんは、25 年以上前からアロハシャツを着て 
Hawaii との交流にも積極的に活動をしてこられました。 
 

 

 

 

 

昨年の企画から参加され、今年から新たに取り組んだアロハバー
ガー、アロハスイーツも加え、3 種の独創的なメニューを提供さ
れました。他にない分厚くジューシーなハムカツは大人気！！  

（湯梨浜町松崎 555-3）0858-32-2323  

 

 

 

  

     カーニバル開始直前に 
     新規オープンされ、ア

ロハ丼、アロハバーガ
ーの 2 種を提供されま 

した。イカと大山鶏をつかった自
家製ソーセージが人気！！ 
 

 

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

＊ 

 

 

 

 

    ■「道の駅」は平成 5 年に創設された制度で、市

町村からの申請に基づいて、国土交通省道路局で登録を行

っています。この度の新たな登録を入れると・・・全国の

「道の駅」は 1,059 駅となりました。湯梨浜町内の道の駅

は２ヶ所あり、そのうちの青谷・羽合道路にある「道の駅

はわい」がリニューアルしましたよ♪一番右には、優しい

木の温もりが心地よい飲食スペース＆お隣には地元の新

鮮野菜や果物、加工品がズラリ勢ぞろい！↓↓ 

 

  

 

■広々と開放的なレストランは、東郷湖を眺めることが出来るレイク

ビュー♪湯梨浜産まれの養殖ヒラメを使ったうまか丼など、地元の食

材をつかったお料理などを提供します。 

道の駅はわい中央には広い休憩スペースもあり、旅の疲れを癒してく

れますよ。レストランはわい WAKABA (0858)35-5056 

 [問合]道の駅はわい（０８５８）３５－３９３３ 

 

★農産物売店★ 
丸勝青果 
アロハ大市場 
★水産物売店★ 
かねまさ浜下商店 

★お食事★ 

アロハ大市場 

レストランはわい 

★コンビニ★ 

ポプラ 
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9/20、9/21 の 2 日間で 

4,300 人のお客様がご来場！ 

ありがとうございました。 ■とっとり梨の花温泉郷エリア内（鳥取と岡山県の蒜山にまたが

るエリア：倉吉市、湯梨浜町、三朝町、北栄町、琴浦町、真庭市

蒜山）の B 級グルメやご当地グルメが大集合し、自慢の料理を通

じて地域の魅力を内外に PR する食のイベント「鳥取中部！B 級

グルメバトル」が開催されました。 

5 回目となるこのイベントの開催地は「北栄町出会いの広場」。 

シルバーウィーク真っ只中＆名探偵コナンミステリーツアーのお

客様も多く訪れ、2 日間の人出は過去最高の 4,300 人に達しまし

た！！来場者には、会場入り口で「バトルボール」とチラシが配

られ、人気投票でとっとり梨の花温泉郷エリアの B 級グルメチャ

ンピオンが決定します。どの店舗も、なが～い列ができ、その人

気ぶりがうかがえましたよ。今年は、10 店舗 14 種のグルメが出

品され、投票の結果「北栄町 みき屋」の“長芋海鮮丼”が見事チ

ャンピオンに輝きました。おめでとうございます。 

 

 

★湯梨浜町からは、ゆりはまアイスの販売！！ 

10：00 販売開始からお客様が途絶えることなく、2 日間で 

イベント販売数過去最高の 630 個を売り上げました。 

ヽ(*´∀｀*)ﾉ地元のお客様だけでなく、県外からのお客様

も多く来られ、湯梨浜の素材や特産物を使ったアイスクリー

ムに興味津々♪気になる投票結果は・・・みなさまの応援の

甲斐あって７位に入賞しました。ありがとうございまし

た！！ゆりはまアイスは、いちご、メロンシャーベット 3 種、

梨、梅、キウイなどのフルーツ系アイスの他に、トマトやバ

ジルソースといったイタリアンなオシャレアイス、昆布出汁、

生姜醤油、しじみ味噌汁のような「和」テイストなアイス、

大人味の酒粕 2 種も加わり、バラエティに富んだ味をお楽し

みいただけます。アイスに関するお問い合わせは↓↓ 

 [問合]ゆりはまを愛すプロジェクト(湯梨浜町観光協会) 

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

B 級グルメバトルに関するお問合せは↓↓ 

[問合]とっとり梨の花温泉郷広域観光協議会 

    (0858)24-5024 FAX（0858）24-5074  

   

大人気！！ 

ゆりはまアイス 

 

■10 月 4 日（日）例年よりも 1 ヶ月早い、秋晴れの泊新港を会場
に「ゆりはま大漁まつり」が盛大に行われました。湯梨浜の「美
味しい」「楽しい」がギュッと集まった２２の店舗には、朝早くか
らたくさんのお客さまで賑っていました。海では漁船の乗船体験
もできる他、高さ 15 メートルまで上昇する高所作業車やパワーシ
ョベルなどの「工事車両」、スモークマシーン・支援車などの「消
防車両」も集合し、お子様に大人気でした。また、新鮮な魚や旨
みたっぷりの干物などを販売する「魚の特売コーナー」は 11 時の
販売開始を待つお客様の長い列ができていました。 

 
 

 

 

 

  

■主催者である湯梨浜町商工会 伊藤敏雄副会長の開会宣

言で始まったセレモニー。続いてステージイベントへ！ 

地元「わかばこども園」の皆さんによる、勇ましく振りお

ろす大漁旗＆軽やかなフープの演技や、「あさひこども園」

の皆さんによるカラーガードと鼓隊では、ぴったりと息の

合った演技を披露してくれました。一生懸命な姿に私たち

大人も元気をもらえました！！ 

その他、ハワイアンバンド「アロハ・アイアイ」の皆さん

による演奏や、「ピカケ・フラ・スタジオ」の皆様によるフ

ラダンス、「ぼちぼち一座」の皆様による紙芝居もあり、ゆ

りはま大漁まつりを盛り上げました。 

 

  

■10 月 6 日（火）、地元北溟中学校一年生の総合学習として「湯梨浜再発
見」をテーマに町内の調査活動をされ、はわい温泉・東郷温泉観光案内所
にも「七福神の足湯」についての調査に、５人の生徒さんが来所されまし
た。旅館組合の和湯先生から（現事務局長 今日だけ先生♪）まず、はわ
い温泉・東郷温泉についての歴史、足湯について説明がありました。生徒
さんたちは質問をしながら、その回答にも熱心にメモをとっておられまし
た。お話の後は、実際にはわいエリアの足湯に入り、地域への関心を一層
深められました。最後は全員でカニキャップを被ってウェルカニ～♪♪学
生さんたちの斬新なアイディアで、地域活性に繋がる仕掛け作りが出来れ
ばいいですね！ 

 福禄寿の足湯 
ポッカポカ♪ 

 

 

          ■10/3 松崎駅東側では「三八
市」が開催されました。初日
に登場されたのは、湯梨浜町
PR 大使の谷本耕治さん！！
湯梨浜出身であり、シャンソ
ン歌手の谷本さんの周りには
いつも笑顔がありますね。 

旧 A コープ前に、自身がライブ用のアンプや音響セ 
ットを持ち込み、新曲を披露して下さいました。 
湯梨浜にぴったりのハワイアン歌謡に、みなさんう 
っとり♪地元のラジオ番組をはじめ全国を飛びまわ 
りながら活躍をされています。 
みんなで湯梨浜町 PR 大使の谷本耕治さんを応援し 
よう♪《イベント情報》我楽多ライブ 2015 鳥取 
11/14(土) 倉吉駅１階 
ｴｷﾊﾟﾙ倉吉 多目的ホール 
13:00 開場 13:00 開演 
㈱プロミネンス・ハーツプロダクション 
TEL :042-697-2706  
 
 

2,500円 
全席自由 



 

 

 

 

 

 日 時 プログラム   

１ 

10月 8 日（木） 

18:00～20:00  

役場別館第３会議室 

開講式、自己紹介、今後のスケジュール 

湯梨浜町観光ガイドの会による講座 

ガイドの会説明、ガイド活動テキストに沿った机上講習 

２ 

 

10月 13 日（木） 

10:00～12:00 

伝統行事を知ろう 講師：土井吉人氏 

松崎名物「三八市」をめぐりながら歴史を学ぶ 

３ 

 

10月 22 日（木） 

13:30～15:30 

東郷湖周辺の魅力勉強会、カニバス乗務の研修 

町マイクロバスにて、東郷湖を中心に、ガイドをする

ポイントを確認（下車説：倭文神社、橋津藩倉） 

講師：田渕喜之氏、土井吉人氏、事務局 

４ 

（予定） 

11月 5 日（木） 

13:30～15:30    

ゆりはまウォーキング「滝めぐりの道」を歩く 

今滝、不動滝 ノルディックウォーク教室 

５ 

（予定） 

11月 12 日（木） 

18:00～20:00 

実際にガイドをしてみよう① 

テキストを見ながらロールプレイング、前回の復習等 

  ６ 

（予定） 

11月１9 日（木） 

   終日 

先進地事例研修：近隣のガイド団体を視察 

備中の小京都「高梁市」(予定) 

  ７ 

（予定） 

12 月  3 日（木） 

18:00～20:00    

実際にガイドをしてみよう② 

ロールプレイング、実務でのお役立ち情報など 

８ 

（予定） 

12 月１7 日（木） 

16:00～17:30  

町の観光商品、特産品、食についての勉強会 

閉講式 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

終了しました 

■10 月 8 日（木） 
湯梨浜町観光ガイド

養成講座開講式が、役場
別館会議室にて行われ
ました。今年度は、昨年
と内容の違った 8 回の
プログラムで構成され 

ております。湯梨浜町観光ガイドの会 
田渕会長の挨拶からはじまり、会につい
ての説明がありました。観光 DVD の視
聴では、改めて町の見どころ寄り処、景
観の美しさを再認識しました。その後
は、テキストに沿ってガイド業務の心構
えや、発音発声を実践し、印象に残る自
己紹介の方法等も学びました。 

 
 

■昨年 11 月に行われた先進地事例研修
では、松江市を訪問し、一線で活躍され
るベテランガイドさんより多くの事を
学びました。 

  

 

■湯梨浜町観光ガイドの会では、より多くのお客様にまちの魅力を知っていただくため、観光ガイド活動の取り組みを進めています。
現在 16 名のメンバーが登録されていますが、さらにガイドに携わる人材を育成するための養成講座を開講致します。 
全８回の養成講座を受講していただき、私たちと一緒に活動をしてみませんか。お客様への“おもてなし”はもちろん、地域の良さを
認識できるほか、交流の場もぐ～んと広がりますよ♪どうぞお気軽にお問合せください。 
 

 

◎４回以上出席で、ガイドの認定基準をクリアするものとし、クリアした方には認 
定証を授与します。認定を受けられた皆さまは湯梨浜町観光ガイドの会への参加 
資格も得られます。 
★県内外からのガイドの会への観光案内申込みをお待ちいたしております。 
[問合・申込]湯梨浜町観光ガイドの会（湯梨浜町観光協会） （０８５８）３５－４０５２ FAX（０８５８）３５－４７０１ 

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

＊ 

 

■戦前は「八月市（はちがついち）」の名称で、稲を掛ける
ための竹の売買を主として、旧暦の 8 月、３と８のつく日に
行われており、鍬などの農具の他、日用品や雑貨、野菜など
も並び多くのお客さまで賑ったそうです。 
戦後は名称を変え、「松崎市（まつざきいち）」として 10 月
の３と８のつく日に行われました。後に、３と８で表現した
方が分かりやすいのではないかという意見のもと、三八市
（さんぱちいち）に変わり、現在では昔の市を復活させただ
けでなく、フリーマーケット、防災、ファッションショー、
つまみぐいストリートなど、地域の人も出店者も楽しめる手
作り朝市として人気が高まっています。 
「春なのに三八市」イベントも大盛況でしたが、１０月の３
と８のつく日をチェック！！今年もやりますよ～(*^_^*) 
松崎エリアは、昭和レトロの名にふさわしく、懐かしくて温
かい雰囲気に包まれ、ほっこりできる癒しのスポットです。 
松崎駅前近くの「いきいき直売 よどや｣では毎週木曜日、
金曜日の 10：00～地元で取れた新鮮な野菜や果物、米、卵、
惣菜などを販売しています。心地よい風を感じながら三八市
を散策してみませんか♪ 
[問合] 三八市実行委員会  090-7779-6175（野口） 

[開催日]10 月 3 日(土）、8 日(木)、 
13 日(火)、18 日(日)、23 日(金)、28 日(水) 

13 日(火) せわない せわない防災対策 10：00～11：00 
★防災頭巾作り、防災講話（講師：防災対策官 松下達夫氏） 
場所：虹色ハウス 
18 日(日) ときめきファッションショー10：00～ 場所:虹色ハウス 

ミニコンサート 11:00～12:00   場所:旧 A コープ跡 
23 日(金) 屋台パフォーマンス 9:30～10:30    場所:三八升形 

ONIYOME コンテスト 10:30～10:50  場所:三八升形 
24 日(土) 朗読 浪人踊り朗読 18:00～18:30 場所:旧 A コープ跡 
28 日(水) 大抽選会 9:30～12:00     場所:旧 A コープ跡 
★つまみぐいストリートでは、バナナの叩き売り、惣菜等の販売や
足うららほぐしなどの「プチ癒し体験」もできるよ！！ 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

湯『The DANCE TUBE』 
鳥取県文化芸術活動支援事業 DANCE TUBE 開催！

今年で 7 回目を数えるこの人気イベントは年々参加

者が増え、今年は 55 チーム！全国各地で活躍中のス

ペシャルなゲストを迎え、各賞が審査されます。 
[開催]１０月２４日（土）・ 
[時間]１３：００開場 １３：３０スタート 
[会場]ハワイアロハホール ※全席自由 
[チケット]（前売り）高校生以上 1,200 円 
          小中学生   600 円 
          （当 日）高校生以上 1,500 円 
          小中学生    800 円 
[問合]ダンス TUBE プロジェクト「鳥取 HAKKA」 

090-3639-7371 
湯『第 19 回中華コスプレ日本大会』 
参加者受付中！！締切は 11月 2 日(月) 

国内最大級の中国庭園燕趙園！中華コスプレの聖地

にて開催されるイベントです。一般の方も入園してい

ただけます。園内はまさにチャイナワールド！！ 
[開催]１１月１４日（土）・１５日（日） 
[時間]両日とも 9：00～17：00 終日撮影 
中華屋台 11：00～14：00(正門前) 
中華コスプレ衣裳展 9：00～17：00 
真・三國無双、三国志大戦、封神演義他 
グッズ販売 9：00～17：00 
アニメ「Free!」岩美町観光協会 
[会場・問合]中国庭園燕趙園 
（０８５８）３２－２１８０（ニイハオ） 
倉『アジアトレイルズカンファレンス鳥取大会』 
記念ウォーキング大会『ゆりはま天女ウォーク』 
アジア各国からウォーキング・トレッキングの関係者
が集まる国際会議が、鳥取県中部を主会場に開催され
ます。10/17(土)は、ゆりはま天女ウォーク開催！  
[開催]１０月１７日(土)参加者募集 当日参加 OK 
[時間]10：00～17：00 
[コース]東郷湖を巡る道・今滝（18.8Km) 
    伯耆国一ノ宮参拝コース (8・8Kｍ) 
    昭和レトロと出逢う道コース（５Kｍ） 
[参加料］一般:2 日間 1,500 円 

1 日のみ 1,000 円(当日 1,200 円） 

学生(高校生以上)：２日間 1,000 円 １日のみ 500 円 

(当日 700 円)※中学生以下無料です。 

[問合]ワールドトレイルズカンファレンス鳥取
大会実行委員会(鳥取県中部総合事務所地域振興課内) 

(0858)23-3290  
または役場健康推進課(0858)35-5368 
 
  
 

 

★とっとり秋旅・冬旅周遊スタンプラリー★ 
県内の観光案内所など 25ヶ所に設置されたスタン
プを 2 個集めて応募すると、厳選新米やペア宿泊
編など、抽選で豪華賞品が当たります！ 
スタンプ台紙は、トリパスに付いていますよ。 
★割引特典付★ 
トリパスには鳥取県の東部・中部・西部合わせて
100 施設以上の割引や特典がいっぱい！ 
オススメ周遊 MAP や周遊スポットも紹介されてい
るので、とっても便利♪縦 15 センチ、横 10・5
センチのコンパクトサイズなので、バッグにもらく
らく入っちゃう。 

 

 

 

 

まずはトリパスを GET しよう♪観光案内所や、道の駅、宿泊施設、優待

特典が受けられる施設などにあるよ。 
【キャンペーン期間】 
平成２７年１０月１日（木）～平成２８年３月３１日（木） 

 [問合]鳥取県観光連盟 http://www.tottori-guide.jp/ 

〒680-0831 鳥取市栄町６０６ まるもビル５階 

（ ０８５７）３９－２１１１ FAX（０８５７）３９－２１００ 

 
 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

■今年もはわい温泉・東郷温泉旅館組合が、忘・新年会プランをまとめた小冊子 

を作成し、鳥取県中部の自治体や企業などを訪問して、利用促進の PR 活動を 

行いました。お宿それぞれの趣向をこらしたお料理プランはもちろんのこと、 

山陰八景の一つ東郷湖を眺めながらゆったりとした時間をお過ごしください。 

幹事さん、迷ったらココ♪湖畔の宿で美味しい料理を食べて、温泉でほっこり 

楽しいひと時をお過ごしください。 

[問合]各旅館、又は、はわい温泉・東郷温泉旅館組合 (0858)35-4052   

 

 

■大好評につき、今年もカニバスを運行します！はわい温泉・東郷温泉の
旅館宿泊プランとセットでお申し込み下さい。 
 
 
 
[期間]平成２７年１２月１２日（土）～平成２８年３月２７日（日） 
※但し１２月３０日（水）～１月３日(日)は運休 

[料金]大人:4,800 円（税込）（学生、小人:4,300 円（税込）） 
※いずれもお一人様の往復料金です。片道料金はございません。 
★初日便（12/12(土)）は、なんと！！バス料金が半額！！ 
大人：2,400 円（税込）小人、学生：2,150 円（税込）でご利用いただけ
ます。大型バス 2 台までの受付となりますので、お早めにお申込ください。 
すごいぞカニバスその① 
★大阪↔鳥取の交通費が安い！！ 
すごいぞカニバスその② 
★交通手段としてだけでなく、鳥取砂丘など 
の観光もできちゃう♪ 
すごいぞカニバスその③ 
★カニバス利用者だ・け・の、８大特典付！  
詳しくは HPをご覧ください。 
その他 
★湯梨浜町内からは、おもてなし現地ガイド 
が乗車し、皆様のお宿までをご案内します。 
(湯梨浜町観光ガイドの会他) 
[対象]はわい温泉・東郷温泉の旅館に宿泊のお客様のみがカニバスを利用
できます。バスのみ、日帰りのご利用はできません。 
インターネット等で、宿泊予約をされたお客様も、トラブル防止のため、
必ずお宿に「カニバスを利用します」とお伝えください。 
◎お宿に直接お電話頂いた時点で、カニバス利用申込完了となります。 

[問合]はわい温泉・東郷温泉旅館組合 http://www.hawai-togo.jp/ 
（０８５８）３５－４０５２ FAX（０８５８）３５－４７０１ 

 

 

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

 

往路 大阪→中国道→鳥取砂丘(自由昼食)→東郷温泉→はわい温泉 
復路 はわい温泉→東郷温泉→賀露港(お買物)→中国道→大阪 

 

★湯梨浜町観光協会では、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 

 

 

 

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

