
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 ６３ 

２０１６年８月１０日発行(毎月１０日発行) 

ハワイ海水浴場 

 

そうだ！湯梨浜の海に行こう！ 
■夏といえば海水浴！ 鳥取県には美しい風景と地域の特徴を生かした海水浴場がありますが、湯 
梨浜町にも３つの海水浴場があります。打ち寄せる波、白い砂浜、抜群のロケーションは訪れる 
人々を魅了してやみません。今では海といえば海水浴やマリンスポーツなど夏レジャーの代表と 
してあげられますが、昔は生活の場に過ぎず漁師や海女たちは生活のために海に入り、また、み 
そぎなどを行う神聖な場でもありました。海水浴の歴史をたどってみると、18 世紀中頃ヨーロッ 
パで、医師により海中に支柱を立て、それにつかまって海水を 
浴びて病気を治すという医療行為が行われ、次第にヨーロッパ 
諸国へ広がりました。日本へ伝わったのは 19 世紀で、当時医 
療のための海水浴研究をしていたオランダ軍医の助手として医 
学や蘭学を学んだ松本順氏は、全国を廻りやっと理想の海水浴 
場を見つけたのです。それは、神奈川県大磯町の照ヶ崎海岸。 
地域の反対や諸問題にも立ち向かいながら、1885 年ついに大 
磯海水浴場が開設され海水浴ブームと共に全国に広がっていき 
ました。松本氏は翌年「海水浴法概説」という書籍を発行され 
ています。興味のある方は下記にアクセスしてみてね。 
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/836789/1 

 
 
 

うの海水浴場 

 

石脇海水浴場 

 

□水着    □バスタオル   □ハンドタオル 
□サングラス □帽子      □日焼け止め、化粧品 
□シート   □ビーチサンダル □小銭 
□ビニール袋 □ヘアゴム    □ウエットティッシュ 
□浮き輪(子どもにしっかり固定できる袖浮き輪) 
 
□スマホ用スピーカー □防水用イヤホン □絆創膏 
□冷えピタシート   □クーラーボックス□水筒 
□ジップロップ袋   □パーカー    □パラソル 
□ゴーグル      □折りたたみチェアー 

湯梨浜町橋津 

 
 

 

湯梨浜町宇野 

民宿 海晴館（海水浴場向かい） 
全 4 室 20 名まで/1 泊 2 食 7,500 円（税別） 
★お食事大歓迎！美味しい手作り 
ドーナツ、スコーン（日替わり） 
を焼いてお待ちしております。 
（0858）34-2632 P5 台 
 

[問合]湯梨浜町観光協会（0858）35-4052 [問合]湯梨浜町観光協会（0858）35-4052 

[問合]石脇海水浴場･キャンプ場（湯梨浜町石脇）090-3374-8857 

 

■白い砂浜、青い海。シュロの街路樹が日本のハワイにピッタ
リ♪広くて開放的な海の家は 2 棟あり、クールダウンやお食事
にご利用下さい。定番メニューの他に白いかの刺身や下足焼き
も人気です。温水シャワー（コイン）や更衣室も完備。岩の付
近では小魚やカニの姿も見られ、磯遊びも楽しめます。網、ケ
ース、水中メガネも販売中です♪  
※浮き輪・パラソル・ボードの貸出しあり（有料） 

[開設期間] 7 月 14 日（木）～8 月 21 日（日） 

[監視時間] 9:00～16:00  

[駐車料金]  1,000 円（P100 台）  

[休 憩 所] ２棟 大人:600 円/小学生 300 円 

 

 

 

 

■雰囲気はまさにプライベートビーチ！静かで 

美しい遠浅の海水浴場は、地元の方々が交代で運営されており、

会話も楽しい♪とても涼しい海の家では、漁師さんから直仕入れ

のサザエ・アワビ・岩牡蠣（夏輝があることも！）そして、いぎ

す草（海草）をとろ火で煮溶かし固めた磯の香り満点の“いぎす”

も食べられます。※浮き輪・パラソル・ボードの貸出しあり（有料） 

[開設期間] 7 月 10 日（日）～8 月 16 日（火） 

[監視時間] 9:00～16:30  

[駐車料金]  1,000 円（P50 台）  

[休 憩 所] 1 棟 利用料 無料 

 

 

 

 

 

■「快水浴場百選」「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」のビーチです。遠浅でお子様にも安心。 

道向かいの店舗では、売店もありお菓子や 

ビーチサンダルなどの海グッズも販売して 

います。食事が出来る店舗ありますよ。 

※浮き輪・パラソル・ボードの貸出しあり（有料） 

※海水浴場でのバーベキューOK（1,000 円） 

[開設期間] 7 月８日（金）～8 月 31 日（水） 

[監視時間] 8:30～16:30  

[駐車料金]  1,000 円（P300 台）  

[休 憩 所] 1 棟 小学生以上 500 円 

 

 

 

CROWD (SURF SHOP) 

（海水浴場向かい） ★少人数制での 
サーフィンスクールで、経験豊富なインストラ
クターが丁寧に指導。マリンスポーツの楽しさ
を実感できますよ。軽食も楽しめます。 
http://www.crowd-board-riders.com/ 

 

 
 
 
（0858）34-2632 P5 台 

アロハカーニバル 

アロハスイーツ提供店 

アロハカーニバル 
コナコーヒー提供店 

 
 

■お子様連れのお客様は、どこにいてもお子様から目を離さないよう注

意が必要です。飲酒後の海水浴は危険ですのでご遠慮下さい。 

 

 

http://www.yurihama-kankou.jp/
https://www.facebook.com/yurihamakannkou
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/836789/1
http://www.crowd-board-riders.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
次回は 
8/14(日)開催 

 
 

 

  

 

       ■7 月 1 日（金）から始まった「日本のハワイ アロハカーニバル 2016」イベント 

        の二日間限定企画の第一弾として、レイクチューバー・カヌー・SUP が通常料金 

の半額！夕方から夜にかけては、テラスヨガ・ビュッフェパーティも開催されました。 

10:00～始まった東郷湖レイクアクティブは、お子様一番人気のレイクチューバーには順番待ちの列 

が出来るほど。レイクチューバー、カヌー、SUP で 100 人を超える利用者があり会場の café ippo 

（湯梨浜町南谷：ハワイ夢広場横）は多くのお客様で賑わいました。びっくりした魚たちが水面を 

跳ねて歓迎のサプライズ受けることも♪海とはまた違った楽しさを満喫できた一日でした。 

18:00～は、café ippo のテラスでの「テラスヨガ」開催。インストラクターには、女性のインナービューティー（内側の美し 

さ）を磨く応援をしながらヨガレッスン指導者向けセミナーやトークショーなど、国内外でも幅広い活躍をされている Silky  

yoga 代表の市川さゆりさんをお迎えして、23 人の参加者はゆったりとした空気が流れる湯梨浜の夕景のなか、自然のエネル 

ギーを感じながら心も体もリフレッシュさ

れました。今やヨガ人口は 100 万人といわ

れ、ハワイでも日本でも大人気！次回イベ

ントは 8 月 14 日（日）17:30～開催。 

皆さまのご参加お待ちしております。 

[問合]café ippo（湯梨浜町南谷 573） 

（0858）35－6161 

★アロハ丼・アロハスイーツもあるよ★ 

 

 

 

■各地でもさまざまな夏イベントが開催されたくさんのパワーがもらえる
“おまつり”は、夏の楽しみの一つでもありますね。先月開催された「ゆりは
ま夏まつり」では、県内外よりたくさんのお客様にお越しいただき、大盛況
にて終了しました。本当にありがとうございました。 
7 月 16 日（土）に開催されたのは「綱引き大会」。会場となった JA 鳥取中
央東郷梨選果場には、一般男子 22 チーム･一般女子 8 チーム･小学生 13 チ
ームと応援団が集結し、（1 試合トーナメント方式 3 本勝負）湯梨浜っ子の
熱い戦いが繰り広げられました。 
7 月 17 日（日）は「水郷祭」。東郷中学校ブラスバンドによる演奏でオープ
ニングを迎え、“翔龍隊”による勇ましい龍おどりが披露されました。その後 
地元の学生や保存会により鳥取県の無形文化財”東郷浪人踊”が奉納されま
した。神輿渡御や灯ろう流しなど伝統行事にも触れることが出来るお祭りの
クライマックスは湖上大花火！20:30 打ち上げ開始にむけて宮脇正道町長
がカウントダウン。山陰八景の一つ、東郷湖には誰もが息をのむほどの音と
光の幻想的な夜景が広がりました。 

 

 

  

 

 

 

7 月 23 日（土）ゆりはま夏まつりの最後を飾っ

た「とまり夏まつり」。 

午前中は榊、神輿が泊地区を練り歩き、17:30 の

旗火の合図と共に泊小学校鼓笛隊がパレードし、 

ステージイベントのあるみなと広場へ向かい、オ

ープニングを飾りました。海響太鼓にアカペラ演

奏、湯梨浜町 PR 大使の谷本耕治ステージショー

もあり、大いに盛り上がりましたよ。 

青年部や地元湯梨浜の店舗が中心となり、お祭り

に欠かすことの出来ない”出店”もありました。

20:40 からはお待ちかねの海上大花火。漁り火を

背に、波止の数ヶ所から打ち上がる大輪の花火は

迫力満点！夏の日の思い出をありがとう。 

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

＊ 

■湯梨浜の夏の夜のイベントとしてはわい温泉･東郷温泉にご宿泊のお客様

や、地元の皆さまにも楽しんでいただこうと企画された「サマーわくわくフ

ラダンスショー」も今年で４年目となりました。 

会場であるはわい温泉広場には特設ステージが組まれ、7 月・8 月の週末合

計 6 回のフラステージが開催されました。ステージを飾ってくださったの

は、曲ごとに違う艶やかなドレスとハワイアンアクセサリーを身にまとった

地元のフラダンスチーム”ローカヒ･カ・マカナ湯梨浜”の皆さん。 

フラダンス特有の手の動き一つ一つには意味があり、雨･風・大地･波などの

自然を表現しています。流れるような全身の動きと表情を組み合わせ“感情” 

■7 月 16 日（土）～8 月 16 日（火）までの 1 ヶ

月間は、はわい温泉･東郷温泉に宿泊されたお子様

に手持ち花火セットのプレゼントがあり、はわい

温泉広場で花火券と引き換えられその場で花火が

楽しめます。同時に特設テントではフワフワのか

き氷（1 杯 100 円）も販売中です。地元のお客様

もかき氷を食べに来てくださいね♪ 

※花火の持ち込みは OK ですが、噴出し花火や打

ち上げ花火は周囲の迷惑になりますのでご遠慮く

ださい。マナーを守って安全に楽しみましょう。 

 

 

  

を表し、お客様と
フラダンスで通じ
合う素敵な時間を
過ごすことができ
ました。本当に 
ありがとうござい
ました。 
マハロ～(｡◠‿◠｡) 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■湯梨浜町で二十世紀梨が栽培されるようになってから今年で 110 年目を迎えます。 

今年も梨どころ東郷（湯梨浜）を代表する梨狩園「波関園」より甘みと酸味のバラン 

スが絶妙な美味しい二十世紀梨をお届けします。甘くみずみずしいもぎたての香りは、 

梨狩りでしか味わえません♪8 月１日からハウス二十世紀梨の梨狩りが始まりました。        

ハウス二十世紀梨は 3 月上旬～5 月中旬までビニールで被覆し温度管理され、早く出 

荷できる果実で、お盆のお供えや贈答品にもぴったりですね。8 月 20 日～9 月中旬まで 

は露地の梨狩りも楽しめますよ。お子様にも、いい体験になること間違いなし！ 

※直売・進物の全国発送いたします。直接波関園にお出かけいただくか、お電話でも 

ご注文を承っております。詳しくは下記までお問い合わせ下さい。 

 

 

[時間] 9:00～17:00 ※最終入場 16:30 

[料金]  一般(高校生以上) 900 円(前売り 700 円) 

小･中学生 600 円(前売り 500 円) 

3 歳～小学生未満 400 円(前売りナシ) 

★入場料には中国庭園燕趙園の入園料が含まれていま

す。20 名以上は前売り料金(団体料金)です。 

★ふれあい広場★ヒヨコ、モルモット、ヤギと触れ合っ

て遊ぶことが出来ます。 

★ふれあい写真館★ハリスホーク、ヒツジ、ハリネズミ

と一緒に写真撮影が出来ます。1 組 500 円 

★猿回し★飛んだり跳ねたり回ったり！お猿さんの芸

を楽しみましょう。7/31、8/5、8/7、8/20 

★えさやり体験★ヒヨコに直接えさをあげられます。 

1 回 100 円 10:00～/15:30～ 各回 30 分程度 

[会場]中国庭園燕趙園  

湯梨浜町引地 565-1 

（0858）32－2180 

[問合]日本海新聞中部本社事業課 

（0858）26-8340 

 

 

 
 

秋の味覚 二十世紀梨 

 

梨狩りはじまりました 

 

[梨狩り体験料] ※入園は無料です。団体（20 名以上）のお客様は各 100 円引き 
★個人のお客様★ 大人（中学生以上）850 円 小人（小学生）750 円 園児 550 円 
お問合せ･申込み･直売/山陰のフルーツガーデン 波関園 営 8:00～17:00 無料 P 完備 

〒689-0275 湯梨浜町別所 818－7 (0858)32-1821 FAX (0858)32-2356 

 

 

   

 

れ ふ い あ 動物園 

 

★8 月 21 日（日）まで毎日開催中！！動物たちに会いに来てね。 

■7 月 30 日（土）～８月 21 日（日）まで、中国庭園

燕趙園を会場に「夏休みふれあい動物園」イベントを開

催中です。中国庭園燕趙園に入園し、イベント広場へ入 

場するとそこは賑やかで楽しいアニマルワールド！ 

フェレット、カピバラ、タイハクオウム、マーラな 

どの愛くるしい表情を間近で見ることができます。 

なかなか見ることが出来ないトラや見ると幸せにな 

れる白タヌキにも会えますよ。人気の”猿まわし”は、次回開催は 

８月 20 日（土）11:30～/14:30～（各回 20 分）飛んだり跳ねたり

回ったり♪お猿さんの芸をたっぷり楽しもう。雑技ショーは毎日開

催しています。（9:30/13:30/15:00） 

まずは受付で体験料を支払い、皮むき用ナイフを受け取ります。
右も左も梨畑！ひろ～い敷地の中、いよいよ梨園へ。園内には
担当の方が美味しい梨選びのコツなどを教えてくれますよ。 
。 

袋を外すと眩しいほどの美し
い二十世紀梨の姿が！ 
ボタボタ果汁の量がすご～い。   

もぎたてをガブリ！ 
甘みと酸味のバランスが 
絶妙！シャリシャリとし

た食感がたまりません。 

 

 

私たちが丁寧に選果します。 

終了しました 

 

 

 

 

 

 

  

お土産コーナーにはぬいぐ
るみやキーホルダーなどの
可愛いグッズがいっぱい。 

あかまる 

 

牛肉店 

 

ハワイ店 
OPEN！ 
  

 

■県道上浅津田後線にひときわ目を引く 

赤い建物！！8 月 10 日（水）あかまる牛肉店 ハワイ店がオープンしまし 

た。生まれてからお肉になるまで牛の一生を掛けて大切に育て、ストレス

もなく上質な仕上がりで評判の関金町鳥飼畜産から、鳥取和牛の上位ラン

ク A4、A5 等級の牛を一頭買いし、焼肉･すき焼き・ステーキなどそれぞ

れの部位にわけて販売。和牛･豚･ホルモンなど豊富な品揃えはもちろん、

9 月 1 日オープン予定の飲食スペースでは鳥取和牛の焼肉、希少部位肉も 

 

本格的な鳥取和牛が食べられるお店 

[問合･予約] あかまる牛肉店★ハワイ店 

湯梨浜町田後 1455-1  (0858)35-2941 

[営業時間]販売スペース 10:00～22:00 

飲食スペース 11:00～14:00（ランチ） 

17:00～22:00（ディナー） 
 
 

  

味わえるとか♪精肉の他に、大変珍しい和牛ベー

コンや和牛ジャーキーもあり、は贈り物にもピッ

タリですね。上質なお肉＆上質なワインはやみつ

きになること間違いなし。 

   



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

８/14（日）「歌の Big Special2016」 

公開生放送 16:30～17:30（開場 16:00）ゲスト 

会場：鳥取市民会館 

※観覧ご希望の方は入場整理券（無料）が必要です。 

（問合わせ）日本海テレビ（0857）27-2141 

みんなで谷本耕治さんを応援しよう！！ 

http://ameblo.jp/koji-tanimoto/ ←こうちゃんの近況やス

ケジュールなどがチェックできますよ。ぜひ読者になってね♪ 

(問合)プロミネンス・ハーツプロダクション http://p-h-p.jimdo.com/ 

 

 

 
湯梨浜町観光協会 会員募集中 

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」郵送のほか、協会の HP・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い合わせ下さい。 
年会費 2,000 円 （0858）35-4052 

湯『幻想の夕べ』 
灯籠の光に包まれる幻想的な庭園で二胡コンサートを開

催します。 

★「二胡」とは日本では「胡弓」と呼ばれる中国の楽器

で、弦は二本だけでバイオリンのように張られた弦を弓

でこすって弾き、蛇の皮で張り合わせてある琴筒で共鳴

させて独特の音色を作り出します。人の声に近い楽器と

も言われ、動物の鳴き声なども表現できるとか。奥深く

魅惑的な二胡の音色をぜひお楽しみ下さい。 

[開催]８月 13 日（土） 
[時間]19:00～19:30 ※入園料が必要です。 

[会場･問合]中国庭園燕趙園（0858）32-2180 
湯『中国庭園燕趙園 庭園花火』 
中国庭園と花火とのコラボレーションを間近で感じるこ

とができます。今年は 2 日間連続で開催ですよ★ 

[開催]８月 19 日（金）20 日（土） 
17:00 一旦閉園  
18:00 夜間開園      
19:30 水上雑技公演   ※入園料が必要です 
20:00 庭園花火打ち上げ ※少雨決行・荒天中止 
[会場･問合]中国庭園燕趙園（0858）32-2180 
入園料 大人 500 円 小･中学生 200 円 
団体割引もあります。通常開園 9:00～17:00 
★夏休みふれあい動物園イベント大好評開催中！ 
湯『第 16 回東郷湖ドラゴンカヌー大会』 
東郷湖を舞台に仲間たちが力を合わせて漕ぐドラゴンカ

ヌーレース。TOGO カップ・チャレンジカップ・レディ

ースカップ・ゆりはまカップ・ジュニアカップ（中学生/

ファミリー）にわかれ、直線 200m 着順タイムを競いま

す。応援にも熱が入りますね。 

[開催]８月 21 日（日） 
[時間]開会式 8:00～ 競技開始 8:30～16:00 頃 
[会場]東郷湖羽合臨海公園 ハワイ夢広場周辺 
[問合]東郷湖ドラゴンカヌー協会事務局 
   090-7897-1050 
★前日(20 日)18:30～20:00 エキシビジョンレース 

湯『タマノカンザシ鑑賞会』 

ユリ科ギボウシ属大型多年草で一株には 15～20 のつぼ

みを持ち、一日一輪ずつ純白の花が咲きます。一重咲き

150 株、八重咲き 150 株の優しい香りで皆さまをお待

ちしております。販売コーナーもありますよ。 

[開催]9 月 3 日（土） 
[時間]10:00～14:00 
[会場]あやめ池公園タマノカンザシ 

通りシェードガーデン 
[問合]東郷湖羽合臨海公園（0858）32-2189 

湯『風の音コンサート』 
東郷湖羽合臨海公園が東郷湖の環境を考えるきっかけに

しようと企画されたコンサートです。 

[開催]9 月 10 日（土） 
[時間]18:30～20:30 ※雨天時は体育館にて開催 

[会場]あやめ池スポーツセンター横広場 
[問合]東郷湖羽合臨海公園（0858）32-2189 

 
 

 

とまり夏まつり 

にてパチリ♪ 

 

 

 

6エリア 
スタンプラリー 

 
 

夏 
 

[期間]平成 28 年 7 月 1 日（金） 
    ～8 月 31 日（水） 
応募締切 平成 28 年 9 月 7 日（水）必着 

※各施設の応募箱には 8/31（水）までに投函して 

ください。★湯梨浜町からのプレゼントは↓コチラ★ 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

アイスギフトセット（6 個セット） 

（ゆりはまを愛すプロジェクト） 

湯梨浜町の特産物や素材で作 

られたオリジナルのアイスクリ 

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）それぞれの市町村

及び地域 27 ヵ所とスペシャルポイント２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。宿泊は２ポイントもらえますので、残

り１ポイントを別エリアで GET してね。 

―ム。新たに 5 種類が加わり合計 19 種類になりました。 

定番フルーツ系の他に、しじみみそ汁･酒粕・生姜醤油などの変り種 

アイスもありバラエティーに富んでいます。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

東郷産二十世紀梨（道の駅はわい） 

湯梨浜町を代表する果物！気候や風土に恵まれ味は 

日本一と賞賛されています。甘さと酸味のバランス 

が絶妙な美味しい二十世紀梨をぜひご賞味下さい。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

[問合]鳥取中部観光推進機構 

（0858）24-5024 https://tottori-iyashitabi.com/ 

 

 

 

 

 

■7 月 1 日（金）～始まった 
アロハカーニバルイベントも 
8 月 21 日（日）で終了します。イベント期間中
にしか食べられないオリジナルメニュー「アロハ
丼」「アロハバーガー」「アロハスイーツ」「コナ
コーヒー」「アロハカップ（お酒）」はもうお召し
上がりになりましたか？早くもスタンプラリー
達成者の報告もあり、湯梨浜は ALOHA な雰囲気
が漂っています♪まだ間に合いますよ！スタン
プの数によってアロハグッズやゆりはまアイス、
東郷湖産しじみがもれなくもらえます。 

東郷湖でのレイクアクティブや倉吉市内でのエステによる自分
磨きなど★来て、食べて、楽しんで♪イベントを満喫しよ～。 
 

http://ameblo.jp/koji-tanimoto/
http://p-h-p.jimdo.com/
https://tottori-iyashitabi.com/

