
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 ５８ 

２０１６年３月１０日発行(毎月１０日発行) 
 

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

 

■3 月に入り、山裾では野花豊後（梅）の花も開き始め、東郷湖ではシラウオが春の訪れを告げるこの季節、町内を中心とした店

舗には華やかな『湯梨浜のいちご』が並んでいます。山陰の厳しい寒さの中でじっくり熟成されたいちごは濃厚な甘さ！！そんな

いちごを摘みたてのまま思いっきり食べたい～(*´ｖ`*)そんなあなたへ、町内でいちご狩りが出来る農園をご紹介いたします。 

しかも！！水・土・環境の全てにこだわる安心・安全の「わかば農法」で栽培した逸品です。果皮がやわらかく、酸味が少ないジ

ューシーで甘いいちご♥旬の「あきひめ」をぜひご賞味下さい。 
【お話聞かせて】①お名前 ②趣味 ③いちご農園を始めたきっかけは？④一番大変な作業って？ 
⑤一番楽しい(嬉しい)時はどんな時？ ⑥好きないちごの食べ方は？⑦いちごの次に好きなフルーツは？ 

 

 

 

  

[時間]８：００～ 完全予約制 
[品種]あきひめ・かおり野 
[料金]大人 2,000 円（税込）小人 1,000 円（税込） 
★ハウス内３０分食べ放題です。 
★いちごの熟成具合により休園することがあります。 
★ギフト、全国発送も承り中！お問合せ下さい。 
甘みつ姫(干しイモ)、ゆりはまアイス（いちごアイス）
も好評販売中です。 
[申込・問合]小林農園 湯梨浜町原 1074-1 
(0858)34-2064/090-1907-7058 
http://www.tottori-shinyuki.com/ 
 
 

[時間]８：００～ 完全予約制 

[品種]あきひめ 

[料金]大人 2,000 円（税込）小人 1,000 円（税込） 

★ハウス内３０分食べ放題です。 

★いちごの熟成具合により休園することがあります。 

★ギフト、全国発送も承り中！お問合せ下さい。 

[申込・問合]松山農園 湯梨浜町原 870 

080-5893-2725/090-6320-2583  

http://strawberrycity.web.fc2.com/ 

 

 

 
 

 

 

(問合)湯梨浜町観光協会（０８５８）３５－４０５２ 

【お話聞かせて】①小林孝拓②海釣り(釣
り歴 30 年)③幅広い年齢層や新規のお客
様にも自慢のいちごを食べて欲しかった
④なし(ホントにないんですよ)⑤農園に
来られたお客様との会話(特に女性？) 
⑥シュークリームの中にこれでもか！と
いう程詰め込んでデカイ口で食べる⑦桃 

【お話聞かせて】①松山俊男②奥さん(笑)、
サーフィン、スノボ③農業をしようと I タ
ーンで湯梨浜へ来たところ小林さんと出
逢い、いちご農園を始めることに④なし
(全てが楽しい！本当です)⑤お客様との
会話、美味しいという言葉⑥冷凍したいち
ごをお風呂上りにほおばる！ひんやり最
高⑦そりゃあ二十世紀梨でしょ♪ 

 

 

 

 ミツバチも 
頑張って 
くれました♥ 

 

◆ハワイ風土記館◆（湯梨浜町上橋津） 
馬ノ山山頂からは、清く澄んだ東郷湖や羽
合平野、日本海…晴れた日は大山など美し
い景色を 360 度の大パノラマで楽しむこ
とができます。 
◆九品山大伝寺境内◆(湯梨浜町引地) 
1024 年に開創され大和の当麻寺から中
将姫の遺跡を分移しています。毎年旧暦
3/14、15 日にかけて行われる「九品山会
式」供養は、今年は 4/20、21 ですよ。 
◆さくら工芸品工房◆（湯梨浜町松崎） 
桜のトンネルを抜けると、小高い丘の上に
は、旧小学校跡地を改築した施設がありま
す。現在工房が３つ、3 月下旬にはカフェ
がオープンします。 

 

 

◆東郷川沿い桜並木◆(湯梨浜町引地) 
橋津川水系２級河川で、河口近くから約 300m
川沿いに桜並木が続きます。鮭の遡上や鯉の産
卵、水鳥の巣なども見られ東郷湖の風景と一緒
に楽しむことが出来ます。 
◆あやめ池公園から出雲山展望台方面への道◆ 
 （湯梨浜町藤津） 
東郷湖の湖畔北側、藤津周辺の桜並木はソメイ
ヨシノだけでなく、しだれ桜も見事です。高台
から桜の向こうには風向明媚な東郷湖、東郷温
泉・はわい温泉も一望できるコースです。 

 

 

梅の花→桜の花→梨の花と移り変わる春の湯梨浜を散策♪ 
ドライブコースとしてはもちろん、お花見ウォーキングも
人気です。ちょっと立寄ってみませんか。 

 

 

mailto:yurihama-kankou@yurihama.jp
https://www.facebook.com/yurihamakannkou
http://www.tottori-shinyuki.com/
http://strawberrycity.web.fc2.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

■湯梨浜町には、歴史的な佇まいが残り、高貴な雰囲気も漂う｢小鹿谷集落｣があります。2 月 12 日（金）

湯梨浜町観光ガイドの会事務局を中心に、将来的にウォーキングやロマン漂う街歩きコースとして整備活用

できないか…まずは歴史を知るため、地元関係者のご協力のもと、小鹿谷公民館、 

陣屋跡や市橋家など、小鹿谷集落についての勉強会を行いました。 

江戸時代、小鹿谷には鳥取藩家老の和田氏の陣屋が置かれていました。その陣屋警 

備のため和田家老の家来としてついて来られた市橋家は、4 代目の頃酒屋を開業し 

益々発展して財を成し、鳥取県だけでなく中国地方でも上位の大地主となりました。 

その後、戦後の農地改革により多くの財産を失いましたが、現在も当時を偲ばせる 

大変立派な門構えや広い庭園、仏間が残っています。 

勉強会メンバーは、仏間で市橋さんに大変貴重なお話を伺ったり、当時の写真などを 

拝見しながら、その昔多くの屋号を持った小鹿谷集落は東郷の中心として栄えたので 

はないかと感じるのでした。 

  

小鹿谷公民館（旧鳥取家庭裁判所）左から正面、後ろ、内部 

 

 

■昭和 3 年、鳥取城跡近く(鳥取市)に建てられた鳥取家庭裁判所が、老朽化によ

り昭和 37 年解体される予定だったものを、地元の大工さんにより解体・移築さ

れたもので、翌年の昭和 38 年「小鹿谷公民館」として生まれ変わり、現在も大

切に使用されています。現在の屋根瓦は、平成 11 年に葺き替え工事を行ってい

ます。改造はされているものの、中に入ると法廷などの名残をとどめており、通

路があったであろう扉なども残っています。全国各地に戦前の建物が残されてい

ますが、瓦やコンクリート造りの建物が多く、昭和初期の木造裁判所建築として

は全国でただ一つ現存するものです。畳敷きの集会部屋や調理スペース、お手洗

いなど全てがレトロで貴重！上下に移動する洋風な窓組も当時のままで、古いタ

イプのガラスは在庫がないため、修理が難しいとのことです。 

 

 

左:[陣屋跡石碑] 周辺広さ 40 アール 
右:[市橋家にあるしだれ桜] 
極楽寺(倉吉市上余戸)のしだれ桜と 
「兄弟桜」なんですよ。樹齢約 140 年 

 

 

 
[益田家住宅] 
母屋は大正 5 年の建築で、廊下には重厚感 
のある縁甲板が何枚も見られるなど、現在で
は入手困難で希少価値の高い木材などが使
われています。昔ながらの住まいの味わいの
良さが感じられる住居ですが、個人所有のた
め許可なく立ち入ることはできません。 

★ご注意ください★ 
これら貴重な建築物などは、細い路地の中に
点在しており、駐車場はございません。市橋
家をはじめ、個人の私有地への立ち入りは、
ご遠慮下さいますようお願い致します。 
 

  

■2/15（月）役場にて「谷本耕治さん 湯梨浜町 PR 大使委嘱状交
付式」が行われ、改めて平成 30 年までの 2 年間“湯梨浜町 PR 大使”
としての活動をしていただくこととなりました。2/5 には待望のセ
カンドシングル「渚にて」が発売！全国を駆け回り、ますますお忙
しく活動される谷本耕治さん。全国各地の放送局への有線リクエス
トもお待ちしております。2/28 にはｴｷﾊﾟﾙ倉吉 多目的ホールにて
「新曲発売＆2 周年記念ライブ鳥取」が開催され、多くのファンが
訪れました。ハワイアン歌謡曲とってもいい曲です♪ 
[4 月イベントスケジュール］ 
4 月 6 日（水）16:00～歌唱キャンペーン 17:00～FM 江戸川 
東京 小岩「音曲堂」（東京都江戸川区南小岩） 
4 月 24 日（日）谷本耕治 新曲発売＆2 周年記念ライブ東京 
会場：なかの芸能小劇場 13:30 開演（13:00 開場） 
（東京都中野区中野 5-68-7 スマイルなかの 2F）チケット：2,500 円 

4 月 28 日（木）松島詩子を歌う会★谷本耕治ライブあり 
会場：町並み資料館（山口県柳井市柳井津 442） 
4 月 30 日（土）谷本耕治ショー  
会場：瀬戸大橋スパリゾート 13:30～/19:30 
（岡山県倉敷市児島塩生 3777） 
【問合】プロミネンス・ハーツプロダクション 
http://p-h-p.jimdo.com/  
 

 

●プロフィール● 

湯梨浜町田後出身 A 型 
＜趣味・特技＞ 
小唄:春日流小唄名取・師範 

春日豊芝鳳若 日本舞踊・ 
三味線  
2014 年 2 月 7 日デビュー 

 
3 月も半ばに入り梅の花も間もなく満開！この時期、野
花地区の方と協力し催行している「野花梅渓散策ツア
ー」も今年で 8 年目を迎えます。実が大きく果肉がしっ
かりしている野花豊後の加工品も数多く作られ、ますま
す人気が高まっています。桜のお花見よりもちょっぴり
早い梅のお花見は、また違った楽しみ方がありますよ。
期間限定です。皆さんぜひお出掛け下さい♪ 
［期間］3 月 5 日（土）～３月２５日（金） 
 

団体のお客様（散策マップ・梅加工品プレゼント） 

[料金]お一人様３３０円 最少催行人数２０名 

★スタッフが同行し、楽しい旅のお手伝いをさせていただ 

きます。［申込・問合］湯梨浜町観光協会（0858）35-4052 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

個人のお客様（散策マップ・梅加工品プレゼント） 

[料金]お一人様７００円 2 つのプランからお選び下さい。 

★中国庭園燕趙園プラン★ 

入園＆梅渓散策のセットプランです。 

梅の加工品の他、中国グッズもプレゼント♪ 

[申込・問合]中国庭園燕趙園 (0858)32-2180 
★ゆアシス東郷龍鳳閣プラン★ 
中国風呂入浴＆梅渓散策のセット 
プランです。梅の加工品プレゼント 
の他、入浴タオルセットのレンタル 
無料♪手ぶらで入浴 OK 
[申込・問合]ゆアシス東郷龍鳳閣 (0858)32-2622 
生産者が大切に育てている梅です。梅林へ車の乗り入れや、枝 
を切るなどの行為は慎んでいただきますようお願い致します。 

 

 

 

http://p-h-p.jimdo.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■湯梨浜町観光協会では、情報誌「ゆりはまにあ」や facebook 等による情報発信・滝床料理や泊漁港豪快磯焼きプランなど、
7 つの着地型観光商品の運営や、観光振興などの地元名産品や観光地に関係する歴史や文化の掘り起こしをしながら「ゆりはま
を愛すプロジェクト」「湯梨浜町観光ガイドの会」の運営をしています。今後、湯梨浜町観光協会が町の新しい観光商品の作成
や、観光振興を一層積極的に遂行していくために、平成 27 年 12 月会員様の中より、観光に関して 
の意見や立案をしていただき、共に行動していただく「観光活性化プロジェクトチーム」が結成さ 
れました。毎月の定例会では、町の観光についての意見交換会、2 月には鳥取県の観光振興に関す 
る事業を運営している「公益財団法人鳥取県観光連盟」の岩成哲彦氏により各種データ状況や観光 
商品の企画、プロ―モーション等、湯梨浜町の新たな仕掛け作りのヒントとなるお話をいただきま 
した。今後もメンバー一丸となり、また周囲の声も聞き入れながら町の可能性を見出し、潤いのあ 
る町づくりに努めたいと思います。 
 
 

ｗ 

■日本は自動車大国と言われ、自動車所有は一家に一台が主流となり、移動手段としても定着していま

す。その中でも、環境対応車として今注目されている電気自動車は、100％電気だけで走る電気自動車

（EV）と、バッテリーと電力が不足した時にガソリンで走るブラグインハイブリット自動車（PHV）の

2 つに分けられます。目的地に滞在中、宿泊中などに充電できるステーションが全国に設置され、豊か

な充電器環境が出来つつありますが、湯梨浜町でも電気自動車の普及促進のため、充電ステーションが

新たに設置されました。この度設置されたのは、道の駅燕趙園（バス駐車場側）駐車場内で、急速充電

器１基、普通充電器 4 基です。充電中も楽しみたい♪そんなあなたへオススメなのは、中国庭園燕趙園

散策や道の駅でのお買物(^^)日帰り入浴に牛骨ラーメン！！充電終了～♪ 

 
 
 
 

 

 

 

[普通充電器] 
一般に使用される単相交流 200ｖ
か 100ｖを使用。充電に時間はか
かりますが長時間駐車する住宅や
宿泊施設、商業施設、プライベー
トエリアに適しています。国内ほ
とんどの車種に対応しています。  

[急速充電器] 
電 源 に 三 相 200 ｖ 出 力
50kw が一般的です。名前
の通り、短時間で充電する
ことが出来ます。※対応で
きない車種もあります。 

 

[水明荘第二駐車場内 急速充電スタンド] 

国民宿舎水明荘（湯梨浜町旭 132）第二駐車場内には「急速充電器」が設置され

ています。充電時間を利用して日帰り入浴やお食事はいかがですか♪ 

※レストランでの昼食は 12：30 までに受付が必要です。満席の場合はご利用い

ただけない場合もございますので、お問合せ下さい。その他、お風呂付『休憩・

宴会プラン』は要予約です。【問合】国民宿舎 水明荘 (0858)32-0411 

３月 12 日(土)・13 日(日) うめ寿司試食販売 11：00～ 
★野花豊後(梅)を使った加工品等を製造している「サークル野花」協力 
うめ寿司の試食販売をします。 
３月 19 日(土)/20 日(日)21 日(月) 梅酢・梅ジャム試食販売 11：00～ 
★げんき梅プロジェクトメンバーの「レストラン吉華」「真木自動車」協力 
梅酢・梅ジャムの試食販売をします。 

 

[充電スタンドに関するお問合せ] 
新電工コールセンター0120-985-372 

 

イ ベ ン ト 

ハワイトライアスロン in湯梨浜 
y 
■平成 21 年から始まったハワイトライアスロン in 湯梨
浜は、今年 6 月の大会をもって FAINAL となります。 
大会に先立ち、2 月 25 日（木）Café ippo（湯梨浜町南
谷 573）で「ハワイトライアスロン in 湯梨浜大会 THE 
FINAL 事務局開所式」が行われました。大会長である宮
脇正道町長は、第 1 回大会から全国各地より選手や関係
者の方々にお越しいただき、トライアスロン協会や地元の 

ボランティアの皆さん
の協力のもと、東郷湖を中
心としたスポーツとして
定着してきたことに感謝
の言葉を述べられました。 
ラストとなる今大会が安
全で、盛大に開催されるよ
う準備していきます。 

 

 

 

●ボランティア募集● 
湯梨浜町では、ハワイトライアス 

ロン in 湯梨浜大会のボランティアを募集し

ます。選手が繰り広げる熱いレースを一緒に

体験し、最後の大会を成功させましょう。 

[参加資格]小学生以上①大会当日のみ参加 

②大会当日と前日の２日間参加①②のいずれ

かに参加できる人※小学生は保護者同伴 

[応募期限]５月１３日（金） 

[業務内容]選手の誘導・通過チェック・給水、

会場設営・物資運搬補助、式典・アナウンス補助など 

[申込方法]役場各支所、町社会福祉協議会に備え付けの応募票に必

要事項を記入し提出して下さい。下記の HP からでも応募票を取得

できます。[申込・問合]湯梨浜町役場産業振興課 (0858)35-5383 

FAX(0858)35-5376  http://www.yurihama.jp/triathlon/ 

 

 
 

 

 ラストね 

       
★自宅(出発地)で基礎充電 
を済ませ、出先での滞在時 
間に合わせて継ぎ足し充電 
をします。 
減った分だけ継ぎ足し♪ 
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野花豊後加工品 

特設コーナー♪ 

 

 

【問合】観光活性化プロジェクト事務局 
   （湯梨浜町観光協会）（0858）35-4052 
 

http://www.yurihama.jp/triathlon/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

湯『相田市（さあたいち）』 
100 年以上の歴史を持つ伝統的な門前市です。冬の間の
手作りの蓑籠（みのかご）や種苗、行商人の店や野菜、
お菓子などの露店も並ぶ賑やかな朝市です。 
[開催]３月２０日（日・祝） 
[時間]８：３0～12：00 
[会場]勝福寺境内（湯梨浜町はわい長瀬）     
湯『伯耆国羽衣天女伝説 発刊記念講演会』 
湯梨浜町では平成 24 年度から「天女のふる里づくり」の
一環として｢伯耆国羽衣天女伝説｣を発刊したことを記念
した講演会を開催します。羽衣天女伝説の素晴らしさや
ふるさとの新たな魅力を感じながら、お子様やお孫さん
の世代へと伝えていただきたいと願っています。 
[開催]３月２１日（月・振替休日） 
[時間]13：30～ 受付開始 13：00～ 
[会場]湯梨浜町中央公民館 第１・第２会議室 

（湯梨浜町龍島 505） 
第 1 部 13：40～15：00 
『伯耆国羽衣天女伝説の魅力について』 
演者 酒井 董美(さかいだだよし)氏  
●山陰民俗学会会長 
第 2 部 15：00～15：15 
語り『伯耆国の羽衣天女伝説』 
語り部 土井 吉人氏 
●湯梨浜町文化財保護委員会 委員長 
●倉吉民話を語る会 会員 
[問合]湯梨浜町教育委員会 生涯学習・人権推進課 
  （０８５８）３５－５３６８ 
湯『2016 湯梨浜町歴史講演会』 
[開催]３月２７日（日） 
[時間]13：30～15：00 受付開始 13：00～ 
[会場]湯梨浜町役場 講堂 入場無料 
『馬ノ山古墳群を中心とした 演者：名越 勉氏 

湯梨浜町の文化財について』 
★特典★滝川家所蔵 橋津藩倉関係古文書・解読本」 
を先着順で無料配布します。 
※高校生以上に限らせていただきます。部数に限り
があります。 
[問合]湯梨浜町教育委員会 生涯学習・人権推進課 

（０８５８）３５－５３６７ 
共催：「橋津藩倉を利用した地域活性化事業」・ 

実行委員会 
湯『JA 健康ウォーク』 
★JA グループ鳥取健康寿命 100 歳プロジェクト★ 
[開催]４月３日（日）雨天決行 ※荒天中止 
[時間]10：10～ 受付開始 9：00～ 
[集合場所]Café ippo（ウォーキングステーション） 
     湯梨浜町南谷 573 (0858)35-6161 
★ハワイ夢広場周辺の駐車場をご利用下さい。 
[コース]歴史探訪コース６ｋｍ：Café ippo をスタ
ートし馬ノ山公園や橋津古墳群を巡るコースです。 
    桜満喫コース１４ｋｍ：Café ippo をスタ
ートし倭文神社や東郷湖の周りを歩くコースです。 
[参加料]お一人様 500 円(高校生以下無料)※保険料含 
[申込期間]平成 28 年 3 月 22 日（火）17：00 まで 
★定員 300 名になり次第、受付を終了。 
★前日・当日宿泊を希望される方は、農協観光鳥取支店
へお問合せ下さい。（0858）26-0602 
★参加者特典★ 
いちごを食べながらウォーキング 
おにぎり＆豚汁おもてなし（JA 女性会） 
温泉割引チケットプレゼント 
その他、JA グループ鳥取団体からたくさんの特典があり
ます。中身は当日までのお楽しみ♪ 
[申込・問合せ]JA 鳥取県中央会 組織指導部 
(0857)21-2611 FAX(0857)37-0052 

 

 

 

 

2015 年秋、「東郷湖を巡るコース」が全国第一号の 
イヤ―ラウンドに認定されたことを記念し、“あやめ池 
周辺“の桜が見頃となる時期に、ゆりはま桜ウォークを 
開催します。ノルディックポールの無料貸し出しもあ 
りますので、初めての方も気軽にノルディックウォー 
クを楽しむことが出来ます。湯梨浜町の美しい自然を満喫しながら安
全に歩き、参加者の心と体の健康づくりを応援します。 
●講演会●  
[日時]３月２６日（土）13：30～15：00（13：00 受付開始） 

演題『歩く道で創る地域の未来』 
～世界中の人々がウォーキングで集う済州の道づくり～ 
講師：ソ・ミョンスク氏（韓国・済州オルレ理事長） 
[会場]湯梨浜町中央公民館講堂 (0858)32-1116 
●ゆりはま・桜ウォーク● 
[開催]３月２７日（日） 
[時間]スタート 10：00 小雨決行  

受付開始 9：15 開会式 9：45 
[場所]ウォーキングステーション Café ippo 
      湯梨浜町南谷 573（0858)35-6161 
[コース]東郷湖 1 周 12ｋｍコース/５ｋｍコース 
[参加費]500 円 参加記念品 
（温泉割引券・サカナクワイヤ＆Café ippo クーポン券）保険料含む 
[持ち物]ドリンク・タオル等★運動しやすい服装でお越しください。 

[申込・お問合せ]ゆりはまウォーキングリゾート実行委員会  
月～金 9：00～18：00 （0858）24-5725 
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 広々とした明るい館内。銭湯感覚で気軽に楽しめる温泉施設 

1/15 より浴室内壁工事のため臨時休館していましたが、3/1８より営
業再開いたします。皆さまのお越しをお待ち致しております♨ 

【ハワイゆ～たうん】 
湯梨浜町上浅津 204-2 
営業時間 9:00～21:00 
第１、２、３木曜日は 
17:00～21：00 
休館日 第４木曜日（0858）35-4919 

 

天天・飛飛
と記念撮影 

10：00～ 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

★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 
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オリジナルタオル 

販売中 

 

せんとうせつ 

■桃の節句を祝うイベントを開催します。「仙桃」は不老不死の効果
があると言われており、日本の桃の節句も中国から伝わったと言わ
れています。 

英傑群像プレゼンツ 三国志祭り 
★武将を倒せ！ボール当てゲーム 弩弓ゲーム 
★典葦手戟ゲーム  ★燕趙園クイズラリー 三国志の巻 
★酒盃輪投げ 正解者はゲームに挑戦！成功者には三国志グッズプレゼント 

 

 

 

 
 

｢飛龍隊｣卒業特別公演（地元東郷小学校の龍踊りグループ） 
[時間]１１：３０～/１４：００ 2 回公演 
[問合]中国庭園燕趙園（０８５８）３２－２１８０ 
開園時間：9：00～17：00 P270 台 無料 
入園料：大人 500 円/小人 200 円 

 

 


