
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ゲンジボタル   ヘイケボタル 

  

見た目 

 

 

 

ポイント 背中に赤地に黒い十字の線 背中に赤地に太く黒い筋 

大きさ 大きい(オス15mmメス18mm) 小さい(オス 8mm メス 10mm) 

  

光り方 

 

 

 

 

光の強さ 強い 弱い 

成虫の発生時期 およそ 5 月から 7 月 およそ 6 月から 8 月 

発 生 場 所 川などの水が流れている所 

(幼虫は水の中で生活する) 

田んぼや溝などの水の流れがな

い所 (幼虫は水の中で生活する) 

 

幼虫の食べ物 

 

カワニナ 

(10～35mm) 

 

成虫の食べ物 水だけ 水だけ 

 

 

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   

H P http://www.yurihama-kankou.jp/ 

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

湯梨浜町観光協会   会員募集中！！ 

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 ６０ 

２０１６年５月１０日発行(毎月１０日発行) 

ゆりはまにあ 
 

●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。 

 

［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  
   

[期間]６月１１日（土）～６月２６日（日） 
[時間]午後 8 時 はわい温泉出発⇒各旅館⇒現地 
[予約]当日午後 5：30 までに宿泊旅館へ申込み 

 

ゆっくりと点滅する 
(2～4 秒に 1 回光る) 
ピ～カ・・・ピ～カ・・・ 
★西日本のゲンジボタルは 2
秒に１回光る。 

慌ただしく点滅する 
(1 秒間に 1、２回光る) 
ピカッ、ピカッ、ピカッ、 
 
 
 

  

 

モノアラガイ タニシ  など 
(10～25mm) (20～45mm) 

 
 

  

 
 

 はわい温泉・東郷温泉に宿泊いただいたお客様より、大変ご好評をいただいております「ホタルバス」

を今年も運行します！鳥取県中部に 100 以上あるホタル観測地の中でも、特に多く見られる町内観測

地区にマイクロバスでご案内いたします。※期間中は、地区の皆さまのご協力もありこのような企画

が実施されています。お電話での鑑賞地の詳細につきまして 

はご案内できかねますので、ご了承ください。 

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

＊ 

 

■湯梨浜町にはホタルが生息する環境があり、5 月後半から梅雨の時期にかけて「ホタル」の幻想的な姿を見ることができます。

世界には約 2,000 種類のホタルが生息しているといわれ、日本では約 50 種類が確認されています。かつてのホタルは全国の農

村地帯で広く見られていたそうですが、昭和 30 年代には生息地の消滅や減少が起きました。しかし、その後の生活環境の改善に

より姿を消していたホタルの復活も報告されるようになりました。ホタルは、その生息場所の生き物たちの繋がりを構成する一

つの種であり、存在が環境保全の一つのバロメーターでもあります。この光を絶やさないためにも私たち一人一人が川や地区の

環境を考え、守る活動をしていくのが大切ですね。実は、夜の鑑賞だけでなく明るいうちに出かけるのもおススメです。 

ホタルがどんな川に生息しているのか、どんな植物があるのかなど自然環境の勉強にもなり、一番最初に発光するホタルを見つ

ける楽しみもあります。昔から日本人に愛されてきたホタル。720 年に作られた「日本書紀」や日本最古の歌集「万葉集」、平安

時代の「源氏物語」など多くの物語や和歌にもホタルが登場します。ホタルの光を、儚く切ない恋心と重ねて詠ったものも多く、

その気持ちは今も昔も変わりませんね。 

 

 
 

◆ホタルはなぜ光っているのでしょう◆ 
ほとんどの場合、光って飛んでいるのがオ
ス、止まって光っているのがメスで、オス
は発光しながらメスへ求愛行動をとってい
ます♥ピークの時間は２０時～２１時で
す。 
 ◆ホタルはどうして光るのでしょう◆ 

腹部先端にある黄色い部分“発光器”が光り

ます。「ルシフェリン」という発光物資と 

「ルシフェラーゼ」という発光を助ける酵素

があり、ホタルが呼吸することで取り入れた

酵素がルシフェリンとルシフェラーゼを反

応させ発光します。 

光るホタルは 8 種類。なかでも「ゲンジボタ

ル」と「ヘイケボタル」が有名です。 

実は成虫だけでなく卵→幼虫→蛹（さなぎ）

→成虫になるまで一生を通して光るのです。

成虫になるまでは、危険から身を守るために

光るといわれています。 

 

 

ゲンジボタルだよ♪ 

 

ホタル鑑賞が 100 倍楽しくなる！！ 

★月明かりがない、雨上がりで湿度が高い、風がない条件を満たす日が、絶好のホタル鑑賞日和です。 

 

 

 

源氏物語の「光源氏」にちなんで名づ

けられた説や、山中で修行した山伏が

灯火の代わりにホタルを用いた伝説

から｢験師｣(修験者のこと)→源氏と

呼ぶようになった説もあるんだって。 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■九品山大伝寺は、1024 年（万寿元年）の開創で十一面観世音菩薩と阿弥陀如来をご本尊としてお

り、奈良県大和市の当麻寺より中将姫の遺跡を分移しております。その時、当麻寺の練り供養の儀式

でお迎えし引き移したので、大伝寺周辺を「引地」というそうです。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（湯梨浜町）の九品蓮台（くほんれん

だい）の霊場で、堂々たる大伽藍だったと伝えられています。 

九品蓮台・・・極楽浄土に往生するときに座る台。九等の階位がある。 
 

 

九品山会式は毎年旧暦の 3 月 14 日から 15 日に行われ、今年は、新緑のま

ぶしい 4 月 20 日と 21 日に行われました。 

20 日のお昼頃には多くの露店が並び、卒塔婆（そとば）や古い位牌、不要

な仏壇、仏具類を持って供養に来られる方々の数は、夜にはピークに達しま

した。21 日の午後２時頃からは、これらを焼却し全ての仏様のために心を

込めて供養する「流れ灌頂大施餓鬼供養」と、九品ばやしを奏でるなか、中

将姫のお徳を敬って「中将姫練り供養」が行われました。 

卒塔婆とは、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ています。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繋がると考えられ、塔婆供養は自身の善い行いと

しても推奨されています。昔から、伯耆地方でも海上他界信仰と九品浄

土信仰があり、東郷湖や大伝寺は水の彼方に他界があり「極楽浄土の入

り口」だと信じられていました。古来より、精霊流しや極楽浄土から阿

弥陀如来が二十五菩薩を従えて、死者を迎えに来る様を演じる聖衆来迎

練会式（九品山会式）を行っています。 

伯耆三十三観音霊場  湯梨浜町引地 

第二十七番の札所  （0858）32－0954 

 

■5 月 1 日（日）伯耆国一ノ宮倭文神社（湯梨浜町宮内）の例大

祭が行われ、午前 10 時から神事や地元小学生 4 人による平和を

祈る心の舞『浦安の舞』が奉納されました。「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が込められた近

代神楽で、昭和 15 年に皇紀 2,600 年祝典の際に作られました。 

今年の例大祭は日曜日。お天気にも恵まれ、着物姿の女児や赤ち

ゃんを連れて参拝される方も多く見られました。 

午後からは、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、例大祭を盛り上げました。安産の神

といわれる下照姫命が、出雲の国を追われてこの地までやってき

たお話は古事記や日本書紀にも記されていますが、この時、海岸 

   

ムクロジ ◆ムクロジ科の落葉高木◆ 
拝殿の左側にそびえ、存在感のあるこの木は「ムクロジ」といいます。 

夏に花が咲いて秋には実が成り、種は羽根つきの羽根の黒い玉に利用されて

います。サポニンという泡を出す成分が含まれ、昔は洗剤として使われてい

ました。海外ではソープナッツと呼ばれ、エコ洗剤としてオーガニックショ

ップで販売されているそうです。漢字で書くと「無患子」→子が患わ無い→

無病息災の願いが込められています。羽根つきには、一人で続けてつく「つ

き羽根」と、相手とつく「追い羽根」があり日本のお正月遊びとして知られ

ていますが、ムクロジのように“羽根”にも意味があるのです。 

羽根は、病気を運ぶ蚊を食べてくれるトンボに似ておりこちらも無病息災の

願いが込められています。蚊を狙って低空飛行する様子は「追い羽根」その

ものですね。年の始めのお正月遊び♪子供たちがこの一年間元気に過ごせま

すように(*´-｀*)皆さんも神社参拝と共に、お守りとして“ムクロジ拾い” 

をしてみてはいかがでしょうか。 

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

付近から神社までの約５ｋｍの小道「裏参道」を通って来

られたのではないかという説があります。 

「わしらが子どもの頃はな、宇野や宇谷からこの道を駆け

上がって神社に遊びに来たもんだ。神社に続く道は一つで

ないだで」と、地元の皆さんには馴染みのある道。以前は

大祭の日は学校が午後から休みになり、子供たちは競いな

がら小道を駆け上がって神社へ向かったそうです。 

しかし、時代の流れと共に荒れ果て、通ることさえ出来ず

にいたのですが、数年前から草刈等の手入れをし、今後の

活用に向けて動き出しています。今年も 4 月 26 日（火）

地域や団体へ声掛けをしながら“裏参道守り隊”として 20

名が参加し、草刈り作業を行いました。湯梨浜町観光ガイ

ドの会、湯梨浜町観光活性化プロジェクトチームをはじめ 

 

 

【ご祈祷お申込み・お問い合わせ】 

倭文神社社務所（0858）32-1985 

 

とする関係各所の協力を仰ぎながら、

ウォーキングコースの整備や下照姫命

に関連したツアーにむけて検討してい

きたいと思います。今後も皆さまのご

協力をよろしくお願い致します。 

［湯梨浜町観光活性化プロジェクト］ 

（０８５８）３５－４０５２ 

 

 

 

 

 

ありゃ～！ 
ホントだ！！ 

こんなに泡立
ちました。 
 

戌の日カレンダー（5,6,7 月）5/16(月)・５/28(土)・６/９(木)・6/21(火)・７/３(日)・7/15(金)・7/27(水) 

 
  

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■通常は、10 月の 3 と 8 のつく日に行われる松崎
名物「三八市」が 1 日限りでやってきます！！ 
戦前は「八月市」の名称で稲を掛けるための竹の売
買を主として、旧暦 8 月の３と８のつく日に行われ
ており、鍬などの農具の他に日用品や雑貨、野菜な
ども並び多くのお客様で賑わったそうです。戦後は
「松崎市」と名称を変え 10 月の３と８のつく日に
市が開かれ、後に開催日に合わせて「三八市」と 

なり昔の市を復活させただけでなく、フリーマーケ

ットや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注目を集めていま

す。ONIYOME５も待ってるよ(*´∀｀) 

［開催日］５月 29 日（日）［時間］10：00～ 

. 

 

 

  

★軽トラ市 ★断捨離フリマ ★ダンボール迷路 
★足うらほぐし ★プチつまみぐいストリート 

 

■切り立った安山岩に白布を垂らしたように飛瀑する高さ 44m の今滝。滝の音を間近に感じなが

ら「滝床」でのひと時は、まさに“極上癒し” 個人のお客様（4 名様～）から団体のお客様まで最

大 74 名様まで対応ができます。マイナスイオンをたっぷり浴びながら、地元の食材をつかったお

料理をお楽しみ下さい。お友達同士、ご家族の記念日に、お祝い膳として様々なシーンでご利用い

ただけます。こだわりの３つの料理コースからお選び下さい。 

 

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

■歩くことで普段と違った楽しみが見つかる人気度急上昇のウォーキング。

ウォーキングが盛んな鳥取県の中でも、新緑の気持ち良いこの季節に、湯梨

浜 3 団体が“とっておきのウォーキングイベント”を企画しました。神社参

拝、中国雑技、温泉、お買い物、デザートなどお楽しみがいっぱいです。 

［開催］5 月２９日（日）［参加費］1,000 円◎当日徴収します。 

9:00 受付開始（燕趙園前）スマイル写真撮影 → 9:45 出発式 → 

10:00 スタート → 11:30 頃 食事鬼ヶ島（三八市）→ 13:30 ゴール 

★中国雑技（燕趙園）、温泉（龍鳳閣）、お買い物をお楽しみ下さい。 

 

 

 

 

 

 

お楽しみ特典は↓↓コチラ 

★鬼むすび弁当    ★保険代 

★鬼ヶ島黒糖ラスク  ★中国庭園燕趙園入園無料券 

★健康祈願お茶セット ★ゆアシス東郷龍鳳閣中国風呂入浴無料券 

★プリンスメロン試食 ★道の駅燕趙園か中国土産處老龍頭の 

★スマイル写真撮影   ソフトクリーム 50 円引券、おみやげ１割引券 

 

 

締め切り 

ました 

 

[申込受付]中国庭園燕趙園（0858）32-2180 

※下記観光協会 HP「新着情報」より「申込書」をダウン

ロードし、FAX または TEL でお申込み下さい。

http://www.yurihama-kankou.jp/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
さんぱちいち 

10ｋｍコース 

先着 100 名様 

事前申込みで、抽選会のチャンス！！ 

グルメブース・物販ブース・イベントスペース・

癒しなどのサービスも 

あります。ゲストウォ 

ーカー荻原健司さん 

と一緒に歩こう。 

 

■2001 年から鳥取県中部で行われているウォーキングのお祭りです。 

主会場である倉吉パークスクエアではたくさんのお店やイベント、サービスが皆

さまをお出迎えいたします。運動能力に合わせた適度な高低差、移り変わる風景

が楽しい 2 日間のコースは 11 種類！（一部重複したコースもございます） 

コースによって受付時間、スタート時間が異なりますのでご注意下さい。 

 

参加者 

募集中 

 

 

[開催日]平成 28 年 6 月 4 日（土）・5 日（日）雨天決行 

[主会場]鳥取県倉吉パークスクエア内 倉吉未来中心（倉吉市駄経寺町 212-5 

[参加資格]健康な状態で参加できる方 

※小学生以下は保護者同伴、障がいのある方は介助者の同伴でご参加下さい。 

[参加記念品]記念品・バッジなどご用意いたしております。 

[参加費]一般(事前申込)1,800 円、(当日申込)2,000 円 高校生以下は無料です。 

    大学、短大、専門学生(事前申込、当日申込共)500 円 

※参加費は１日だけ参加、2 日間共参加されても同額です。 

[事前申込期限]現金書留、郵便振替の方は平成 28 年 5 月 25 日(水)必着 

       現金窓口からお申込みの方は平成 28 年 5 月 31 日(火)まで 

[お申込み・問合]未来ウォーク実行委員会 090-9730－1089 

http://npo-mirai.net/public/ 

 

 

    

 

 

 

   
滝床弁当(汁物付) 
1,500 円(税込) 
地元の食材を使った 

手作りのお弁当です。 

レトロモダン弁当 
1,700 円(税込) 
昔懐かしのおかずをぎっ

しり詰めたお弁当です。 

滝床御膳プラン(15名様より) 
2,100 円(税込) 
旬の素材を盛り込んだ御膳です。

汁物は土鍋で提供いたします。 

今滝駐車場から徒歩 200ｍの散策コースで、滝つぼに到着。 

雨上がりは足元が滑りやすくなりますので、歩きやすい履

物でお越し下さい。環境保護のためゴミの持ち帰りにご協

力いただきますようお願い致します。 

 
お電話、または FAX にてお申込み下さい。 

ご利用日・人数・お料理のプラン・食事開始時間・

代表者お名前・ご連絡先など 

◆湯梨浜町観光協会◆ 

TEL(0858)35－4052 FAX(0858)35－4701 

滝床までお料理を
仕出しいたします。 

http://www.yurihama-kankou.jp/
http://npo-mirai.net/public/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5/14（土）「うずしお祭」柳井市大畠総合センター（山口県柳井市

神代 4830）JR 大畠駅隣 12:55 頃～出演 

5/18（水）「谷本耕治歌謡ショー」熱海市身体障害者福祉会総会 

（静岡県熱海市中央町 1－26）13:00 頃～出演 

5/18（水）「FM 伊東 伊東のおへそ」（月曜～金曜 17:00～19:00

放送中）17:30 頃生放送 

5/22（日）「谷本耕治ライブ」BeXX 米子（鳥取県米子市 イオン

米子駅前店 3F）13:30 開演（13:00 開場）チ 2,500 円 

５/25（水）「ホスピタルライブ」東京都 

６/９（木）「ファースト 20 周年記念カラオケ大会」松井田文化会

館（群馬県安中市松井田町新堀 530） 

みんなで谷本耕治さんを応援しよう！！ 

【問合】プロミネンス・ハーツプロダクション 

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

 

 

 

[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 
 

■観て泊まって 3 つのスタンプを集めて特
産品を当てよう！倉吉市・三朝町・湯梨浜
町・北栄町・琴浦町・蒜山（岡山県）それぞ
れの各市町村及び地域 27 ヵ所と、スペシャ
ルポイント２ヵ所を加えた合計 29 ヵ所の
各施設にスタンプを設置。 
各エリアから 1 ポイントずつ、合計 3 ポイ
ントを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。 

【期間】平成 28 年４月 29 日（金） 
       ～6 月 30 日（木） 
【応募締切】平成 28 年 7 月 7 日（木）必着 

 

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、大粒で味が濃厚なヤマトシジミです。 

漁獲量などの制限があるため、なかなか市場に出回りません。 

 
湯梨浜げんき梅セット ◆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（のきょうぶ

んご）」を使用した美味しい加工品の詰め合わせです。 

 

※各施設の応募箱には６/30 までに 
投函して下さい。 

 

湯『とまり朝市開催』 
５/１～毎日開催！地元で捕れた新鮮な魚や加工品を販

売します。 

[時間]8：30～12：00 月曜日定休日 
[場所]サカナクワイ屋（泊漁港） 
湯梨浜町泊字堅岩 1591-2 (0858) 34-6055 
湯『中華コスプレ』 
国内最大級中国庭園燕趙園を舞台に今年も中華コスプレ

大会を開催します。今回の大会は湯梨浜町のマスコット

キャラクター “ゆりりん”のコスプレも募集します。 

[開催]５月 21 日（土）・22 日（日） 
[時間]9：00～17：00 終日撮影 
★22 日（土）ゆりりんコスプレ集合 
11：00～12：00 イベントホール 
★中華屋台（両日）11：00～14：00 燕趙園正面 

[入園料]個人：大人 500 円 小人 200 円※団体割引あり 

[会場・問合]中国庭園燕趙園湯梨浜町引地 565－1

（0858）32－2180 
湯『はわい温泉 羽衣 和フタヌーンティー』 
４大特典付！ 10 種類の和のスイーツを楽しめる午後の

ひと時をお楽しみ下さい。完全予約制です 
[開催]６月５日（日） 
[時間]13：30～   
[料金]お一人様 1,700 円 
★入浴無料 ★琴の演奏  
★10 種類の”和スイーツ” 
★日本茶飲み比べ 
（講師：井上青輝園 大山町潮音寺） 
自園で管理した茶畑の新芽を摘み取り、自宅工場で
お茶を作る自園自製のお茶農家です。こだわりの肥
料と徹底した製法で作り上げた逸品をぜひお試し
下さい。 
【申込・問合】はわい温泉「羽衣」 
 (0858)35－3621 湯梨浜町はわい温泉 21－1 
 
 

 

[開催]４月～10 月ま 13 での毎週日曜日 
[時間]10:00～16:00 
[料金]お一人様 1,000 円（15 分）小学生以下 800 円 

★参加条件★ 

4 歳以上ならだれでも体験できます。 

幼児(4 歳以上)は大人(中学生以上)がついての 

体験をお願いします。小学生だけでの体験も可能 

ですが、保護者の方が近くに待機をお願いします。 

※遊具の都合上、体重が 100kg(1 人)を超えている方は参加できません。 

[問合] café ippo 湯梨浜町南谷 573 ハワイ夢広場隣 

   （0858）35－6161 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

セカンドシングル「渚にて」好評発売中！！ 

レイクチューバー 
 

 

楽しい～っ♪ 

 

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 
 

 

 
《湯梨浜イベント日程》 
◆ホタルバス運行 6/11(土)～6/26(日) 
◆第28回グラウンド･ゴルフ発祥地大会6/11(土)・
６/12(日) 
◆ハワイトライアスロン in 湯梨浜 THE FINAL 
6/18(土)・６/19(日) 
◆アロハカーニバル 2016 7/1(金)～8/21(日) 
◆ハワイアンフェスティバル 7/2(土)・7/３(日) 
◆サマーわくわくフラダンスショー7/23(土)･
7/24(日)・7/30(土)・7/31(日)･8/6(土)・8/7(日)  
◆わくわく鉄道ランド in はわい 7/16（土）～8/28（日） 
◆水郷祭 7/17(日) 
◆とまり夏まつり 7/23(土) 
◆見て！さわって、楽しんで♪動物たちがやってき
た！夏休みふれあい動物園 7/30（土）～8/21（日） 
《海開き情報》 
石脇海水浴場 7/１（金）～8/31（月） 
宇野海水浴場 7/９（土）～8/16（火） 
ハワイ海水浴場 7/14（木）～８/22（月） 
 
 

http://p-h-p.jimdo.com/
http://p-h-p.jimdo.com/
http://nashinohana.com/
http://blog.livedoor.jp/cafeippo/index.html

