
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 ６６ 

２０１６年１１月１１日発行  

第 6回ワールドトレイルズカンファレンス（WTC）鳥取大会 

 

■2016 年 10 月 14 日～17 日までの 4 日間、鳥取県で 33 の国や地域が参加する「第 6 回 

ワールドトレイルズカンファレンス（WTC）鳥取大会」が開催されました。WTC は世界各国のトレイル（自然遊歩道）関係者が

集まって、トレイルの活用や保全について話し合う国際会議で、韓国の済州オルレが韓国の済州島庁や韓国観光公社などの支援

を受けて 2010 年 10 月から毎年韓国済州島で開催されています。今大会は日本！それもウォーキング関係者の活動、推進によ

りついに鳥取県中部での開催を実現することができました。 

鳥取大会では県内全 9 コースの「ワールドウォークフェスタ in とっとり」の他に、講演会や企画展示、食のイベントが同時開催

され、日本の文化や鳥取県中部の魅力発信をすると共に、改めて地域の良さを認識できる良い機会となりました。 

湯梨浜町では、15 日（土）に海外ツアー限定コースとして、湖上遊覧と湖秋を楽しむことが出来る「東郷湖を巡る道ウォーク（10

ｋｍ）」、16 日（日）に第 3 回ゆりはま天女おもてなしウォークとして、秋のゆりはまを眺望できる道「東郷湖と馬ノ山を巡る道

ウォーク（18km）」と昭和レトロな街並みを散策できる道「東郷湖とレトロな街並みウォーク（5km）」に、県内外をはじめ遠

く海外から参加のお客様へ、あたたかいおもてなしと共にウォーキングを満喫していただきました。18km コース、5km コース

とそれぞれの出発式が行われ、宮脇正道湯梨浜町長から歓迎の挨拶のあと、参加者は湯梨浜町独自で考案された“ゆりりん体操”

で体をほぐしました。10:00 から始まった出発式にはゲストウォーカーとしてオリンピック金メダリストの荻原健司さん、鳥取

市出身の瀧本美織さん、平井伸二鳥取県知事も来町され、湯梨浜町長より、この日 25 歳のお誕生日を迎えられた瀧本美織さん

へ鳥取県限定モデルのノルディック・ポール（小川かなさんデザイン）がプレゼントされ会場からは大きな祝福の拍手が沸き起

こりました。 

第３回 ゆりはま天女おもてなしウォーク 
 

 
ゆりりん体操で

準備運動♪ 

 

■東郷湖と馬ノ山を巡る道ウォーク 18kｍ、東郷湖とレトロな街並みウォー

ク 5km をゴールしたあとは、オプションとして東郷船着場より発着するガイ

ド付き「屋形船」を運行しました。この日船上ガイドとして乗船したのは、湯

梨浜町観光ガイドの会副会長の土井吉人さん。以前、松崎⇔浅津（はわい）を

結ぶ定期船が運航していた頃をよく知る方でもあり、湯梨浜町の文化財保護

委員でもあります。静かな湖上をスイスイ、源泉近くまで進む屋形船に大興

奮、湖側から眺めるはわい温泉や東郷温泉、燕趙園や歴史ある山並み。ウォー

キング時とはまた違った湯梨浜の魅力を満喫していただきました。 

ウォーキングお楽しみオプション★屋形船遊覧（ガイド付） 

 

湯梨浜町観光ガイドの会 

 

 

     

 

ドラの合図で出発♪ 
スタッフとハイタッチで 
いってきまーす♪ 

東郷湖の風が心地よい
湖岸道路をすすみます。 

東公園ではグラウン
ド・ゴルフのホールイ
ンワンゲーム 

あやめ池スポーツセンタ 
ーでは梨のおもてなし。 

みずみずしくて美味しい♪ 

松崎では頭にツノを着けた鬼嫁たち
を中心にあたたかいおもてなし。ち

ょっと一息しませんか。 

■WTC 開催に合わせて 15 日、16 日の２日間、昼イベントとして鳥取県中部の地元 

グルメが集う「B 級グルメバトル EX」（鳥取中部観光推進機構主催）が倉吉未来中心 

ふれあい広場で開催されました。 

15 店舗から自慢の逸品が揃うなか、入場したお客様にお一人様一つずつ”バトルボー 

ル”が手渡され、人気投票によってチャンピオンを決定しました。ゆりはまを愛すプ 

ロジェクトからも湯梨浜町の素材・特産物を使用した”ゆりはまアイス“を出品し、 

アイスクリーム生産者も揃いの T シャツで出動～♪結果は 8 位！バトルボール 159 個と健闘しました。

外国からのお客様には、しじみみそ汁、昆布だし、酒粕が人気でしたよ。 

13 日～16 日までは、夜イベントとして倉吉市内の提携飲食店舗でチケット購入により、ワンドリンク

（お好みで）＆ワンフードが楽しめる「トリバル」（NPO 未来主催）が開催され、グループで参加された 

WTC開催記念★B級グルメバトル EX（昼）/トリバル（夜） 

  

方もお一人で参加された方も、店舗で同席した者同士ウォーキングを通じて国境を越えた食交流ができました。 

海外からのお客様へ日本の食文化を紹介しようと、魚の解体ショーの他、演歌の BGM を流すなど。各店舗自慢のお料理の他

にトリバル仕様の思わぬおもてなしに、とても感激された様子でした。 

   

 

屋形船（はわい温泉望湖楼所有）で４０分遊覧♪ 
ガイド/湯梨浜町観光ガイドの会 土井吉人さん 

 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■浅津温泉と松崎を結ぶ定期船は、明治３９年３月１０日（旧暦）松崎駅下車のお客様を運ぶ

ため「小ばや」と呼ばれる小さな漁船で始められ、大正１４年、時代の流れと共に動力による

「ポンポン船」に変わったようです。それまで、湖沼・河川で航運業を営む人に対しての規定

がなかったようですが、昭和 13 年、鳥取県令第 30 号として知事への届出・船体の整備・運行

の方法など細かくそして厳しく規定される「行運営業取締規則」が制定されました。 

このため営業が困難となり廃業となった人に代わって「浅津村」が営業を開始することとなり、  

   

に変遷を経て、昭和 50 年代までの約 70 年続

けられた定期船営業に幕を閉じました。 

（文献：羽合温泉誌より） 

★現在では、はわい温泉望湖楼所有の屋形船が

あり、気軽な昼食プランから屋形船宴会宿泊プ

ランがあり、お食事と共に湖上からの大パノラ

マの風景を楽しむことが出来ます。 
[望湖楼 HP]http://www.bokoro.com/ 
はわい温泉・東郷温泉旅館組合（0858）35-4052 

 

浅津と松崎を結ぶ定期航路の重要性から湖の上が「府県道浅津松崎線」に認定されました。現在は航路が無くなったため県道から

外されていますが、全国を見てみますと今でも岐阜県を流れる長良川の小紅の渡しや、静岡県清水港から伊豆市土肥港を結ぶフェ

リー航路は県道としてその役割を果たしています。 

浅津松崎線は、その後も幾多の変遷を経て引き継がれ、定期船の運航が続けられました。船の耐用年数を過ぎると順次廃船して新

造船に切り替え、最終的には「第一東郷丸（定員 40 名）」「第二東郷丸（定員 25 人）」「第三東郷丸（定員 10 名）」の 3 隻で運行。 

次第に多くなる観光客に対応するため、従来の定期船ではなく、臨時便として観光案内をテープに吹き込んで流す「湖上遊覧船」

を運航したりして大変喜ばれたそうです。その他自家製水中翼船の試作など、積極的な展開も試みました。 

しかしその裏では、船の維持管理は大変で雨・風・風雪など自然気象に対する船の安全管理には年中目を離すことができず、真夜

中でもちょっとした物音にも飛び起き巡回。さらに、毎年一回ある海運局の厳しい定期検査を受けるためには相当な経費を必要と

し、船の耐用年数の 8 年ごとに家を建てるほどの費用をかけて新造船に切り替えるなど、お客様の安全性を優先しなければなら

ない経営は人には見えない大変な苦労があったようです。それでも輸送の使命とお客様の笑顔のため、営業が続けられました。 

昭和 40 年代後半になると全国的に鉄道から自家用車時代に入り、定期船利用者は減少傾向となってしまいました。その後もさら 

第一東郷丸（定員 40 名）   第二東郷丸（定員 25 名）   第三東郷丸（定員 10 名） 

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

＊ 

 

  

   

 

■10 月から全 6 回のプログラムで実施している平成 28 年度湯梨浜町観光ガイド養成講座。10 月 23 日（日）に予定されてい

た第 2 回観光ガイド養成講座「伝統行事を知ろう 松崎名物三八市/倉吉市観光ガイドとの合同研修」は地震のため中止となり、

11 月 2 日（水）に第 3 回観光ガイド養成講座として「東郷湖周辺の魅力勉強会、カニバス乗務の研修」を行いました。 

この日は 11 名の参加で、マイクロバスにて町内をめぐり観光ガイドのポイントを確認。役場出発→ハワイ夢広場→倭文神社→

松崎→水明荘→はわい温泉千年亭→ハワイ風土記館→橋津→宇谷→泊漁港 町内走行ルートで担当を決め、観光案内や郷土の歌

（ハワイ音頭）の練習もしました。実践で役立つため、地図をたどりながら案内のタイミングや距離等も計りガイドとしての 

観点で研修ができました。 

海の駅とまり 

ヒラメ・アワビ・カキ養殖 

 

 

 

 

倭文神社下車説明 

会長 田渕氏 

宇野地蔵ダキ 
地蔵 3 体をまつる 

法華堂の脇から 
流れ出る 

 

 
■11 月 9 日（水）はガイド養成講座第 4 回目「先進地視察研修」で米子市と島根県松江市美保関方面へと出かけました。 

よく目立つ黄色のウインドブレーカーに帽子、名札、ガイドマイク。お世話になったのはユーモアたっぷり♪歴史に大変詳しい

岸本さん。山陰歴史館で待ち合わせ、白壁土蔵群、旧加茂川川辺の並木道、おどけた表情のかっぱの像ややさしく出迎えてくれ

たお地蔵様など江戸末期から大正、昭和初期にかけて商家が立ち並んでいた名残を見ることが出来る「下町」や寺町を歩いてめ

ぐりました。地域の皆さんと協力され、個人のお宅で保管されている米子城の鯱を見たり、昔懐かしい駄菓子屋さんに立ち寄っ

たりと懐かしく温かい時間を過ごすことが出来ました。午後からは境水道大橋を渡り、島根県松江市美保関町へ。港前ではハッ    

ピ姿のガイド福田さんと合流し、えびす様をおまつりする美保神社、風情ある青石畳通りや

佛石寺を案内していただきました。ガイド先進地を視察することで、その地域の良さを知る

と共に私たちの住む湯梨浜の魅力も再認識できました。メンバーで意見交換し今後の湯梨浜       

でのガイド業務に活かして 

                            いきたいと思います。 

                     

 

 

 

 

 

 
食事（美保関） 

オーシャンビュー！ 

 

第 3 回養成講座/第 4 回養成講座 
 

http://www.bokoro.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

■先月に引き続き１０月２１日（金）奈良県の高校１クラスが湯梨浜へ来町され、東郷湖 

ドラゴンカヌー体験を楽しんでいただきました。３泊４日のコースの中で、１日目には広 

島県豊田郡大崎上島町に伝わる「櫂伝馬(かいでんま)」※かつて水軍の襲艇(早船)として 

使用されたに櫂(かい)で操作する伝馬船。体験をされており、造船・歴史等は違えども櫂伝 

馬競漕のリベンジにと燃えていた生徒のみなさん。ドラゴンカヌー協会のベテランスタッフから乗船時の舵取りと安全管理、

漕ぎ方や息の合わせ方の指導のあと、コース付近でクルージングし、各チームオリジナルの掛け声と太鼓のリズムで 200m の

レースを行いました。皆さん、とても上手くてビックリ♪閉会式では、優勝チーム全員に賞品としてはわい温泉・東郷温泉旅館

組合より”鳥取限定★名探偵コナンのストラップ”、チーム賞として湯梨浜町観光協会から砂丘の砂で出来たアロハモニュメン   

トがプレゼントされました。今年度は 2 件の受け入れが終了し、旅行社 

からの視察や問合わせ等も相次ぎました。 

平成 30 年には関西圏からの教育旅行が数件決定しており、引き続き問合 

せも入っています。安全第一に、湯梨浜で過ごした時間がいつまでも心に 

残る楽しいものとなるよう努めて参ります。 

 

 

 

 

 

 

■小浜の銅鐸は弥生時代中 

期後半から後期前半のもので、

現在東京国立博物館に所蔵されています

が、平成 28 年 12 月以降（要問合せ）～

平成 29 年 2 月 5 日（日）まで、鳥取県

立博物館（鳥取市東町）民俗展示室にて

馬ノ山 4 号墳から出土した車輪石や硬玉

勾玉や碧玉勾玉などと共に里帰り展示さ

れます。  

一見の 
価値あり 
 

銅鐸（どうたく）は、弥生時代に祭礼に使われた釣鐘形のベル

で、上部につまみと両側にひれをもち、中に吊り下げた棒（写

真左）と触れ合って音を出します。この棒を舌（ぜつ）といい、

舌を伴う銅鐸は兵庫県笥飯野、和歌山県箕島そして小浜の３例

のみ。舌 2 本が一緒に見つかったのはなんと小浜の銅鐸が全国

で唯一とされています。文様は、流水紋の上方、幅３ｃｍ弱の

絵画帯に人、鹿、トンボ、亀、臼をつく人、魚、猿などが表さ

れ、この時代の土器などに描かれていたものと共通しています。

お墓に副葬したりする個人のものではなく、社会に対しての共

通のものであったようです。良い機会ですので皆さま是非お出

かけ下さい。 

[問合]鳥取県立博物館 学芸課（0857）26－8044 

■三方を絶壁で覆われ、豪快さと幽玄さを漂わせる 

高さ 44m の今滝（湯梨浜町北福）。その滝の勇姿を 

楽しみながら渓流沿いに設置した「床」で味わう 

地元の食材を使ったお食事プラン（滝床御膳、滝床 

弁当、レトロモダン弁当）は、毎年 5 月上旬～11 

月上旬まで楽しむことが出来ます。 

ご家族、お仲間、町内のレクリエーション、お祝 

い席、ツアーなど今季も県内外をはじめ遠く海外 

からも多くのお客様にご利用いただき、「湯梨浜に 

こんな良い滝があったのね！」「滝を見ながらの食 

事は最高です」「パワーをいただきました」など大 

変喜んでいただきました。本当にありがとうござい 

ました。平成 28 年度の今滝 滝床料理プランは間 

もなく終了いたします。今後も皆さまに喜んでい 

ただける商品を目指して努めてまいります。 

 

  

松崎地区のにぎわい事業！元気で活力のある街づくりと地域の親睦
を図ります。盛りだくさんの内容で皆さんのお越しをお待ちしてお
ります。 

 
 
 

[開催日]11 月 23 日（水・祝）[時間]10：00～13：00 
[会場]湯梨浜町中央公民館（湯梨浜町龍島） 
[問合]松崎区長会 
 
 

 

 

★オープニングイベント★10：00～ 
東郷小学校児童による龍踊り/東郷中学校吹奏楽部演奏 
★ステージイベント★11：00～ 
海響太鼓/鬼嫁ダンス/二胡演奏/湯梨浜町民ミュージカル/バンド 
演奏 

 

 
 
 

★青空テント市★会場：駐車場 

豚汁＆鬼めん/コーヒー/ワッフル/はごろもおこわ/鬼嫁クッキー/元

気焼きそば/ホットドック/松崎 1 区のたい焼き（先着 200 名様振舞い） 

★軽トラ市★会場：駐車場 

サカナクワイ屋のサザエ飯/新鮮野菜/陶芸販売/出張石釜ピザ 

★癒しコーナー★ ★フリーマーケット★会場：ロビー  

★パステルアート★ ★バルーンアート★会場：談話室 

★ガラポン抽選会★会場：ロビー（500 円以上お買い上げの方） 

 

 
 
 

 

 
■卓球の普及発展に力を尽くした坂口氏が考案した「ベテラン卓

球大会」は昭和 53 年に第 1 回が開催され、現在も全国から選手

たちが集結し、特産の二十世紀梨や温泉を楽しむ交流の場となっ

ています。この卓球と、以前松崎地区で伝統の技で制作されてい

た「桐下駄」との夢のコラボレーション♪当日は旅館等で実際に

使われていた温泉下駄をラケットにして、笑いあり、ちょっと真

剣な？！げた卓球選手権を開催します。決勝戦のユニフォームも

準備していますよ（当日のお楽しみ）予約なしの当日エントリ

ー！！皆さまのご参加お待ちしております。賞品もあるよ～ 

 

 

 

桐下駄は軽くて履きやすく、素朴で温かみのあり実用的な
ものから 

地元で採れた新鮮な野菜、果物、美味しい 
お惣菜、お米に卵などを販売しています。 
カフェサロンで地域交流をしませんか。 
[問合]いきいき直売よどや運営会（湯梨浜町旭） 
（0858）32-1987 営木曜日＆金曜日 10：00～ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

湯「第 21 回中華コスプレ日本大会」 
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。園内はまさにチャイナワールド！

一般の方もご入園していただけます。 

[開催]11 月 19 日（土）・20 日（日） 
[時間]両日とも 9：00～17：00 終日撮影 
中華屋台 11：00～14：00（正面前） 
[入園料]大人 500 円/小人 200 円 ※団体割引あり 
[問合]中国庭園燕趙園 (0858)32-2180（ニーハオ） 

倉「くらよし国際交流フェスティバル 2016」 
「地球はひとつ みんなでつなぐ笑顔の Wa」を合言葉に

国際交流を通じて、人と人とのつながりを大切にする人気

イベントです。当日は倉吉駅～伯耆しあわせの郷までシャ

トルバスが運行します。ゆりはまを愛すプロジェクトより

「ゆりはまアイス」を出店！みんな遊びに来てね。 
[開催]11 月 27 日（日）  
[時間]11：00～15：00 
★ステージイベント★太極拳、ベリーダンス、世界の民族音楽即

興演奏、韓国伝統芸能、アフリカの太鼓と踊り、書道パフォーマ

ンス等 

★食べ物ブース★フランス菓子（タルトタタン・フォンダン・オ

レンジケーキ他）、ゆりはまアイス、野菜、台湾料理（おこわ・

やきそば・焼きまんじゅう・パイナップルケーキ・タピオカミル

クティー）、韓国料理（のり巻き・ピリ辛とりからあげ・ホット

ドッグ他）、ホシュール（モンゴルの揚げ餃子）、ギナタンハロ

ハロ（フィリピンのおしるこ）、ペリメニ（ロシアの牛肉餃子ス

ープ）、フォー（ベトナムの鶏のスープ、タコス、とりたん Café 、

メキシカンホットドック、タイ風焼きそば、インドカレー 

★文化体験★韓紙を使ったしおり作り、スタンプラリー、世界の

民族衣装の試着体験 

★パネル展示などで各団体の活動紹介もあるよー。 

[会場]伯耆しあわせの郷 
[問合]鳥取県国際交流財団(0858)23-5931 
湯「砂に埋もれた大集落～長瀬高浜遺跡の紹介～」 
湯梨浜町長瀬地区の砂丘地で確認された長瀬高浜遺跡。全

国的にも貴重な様々な成果が発表され、長瀬地区が古代か

ら現代に至るまで地域の中心集落として栄えてきた実態

が垣間見えます。今一度、その成果をこの講演会で確認し

ませんか。 

[開催]11 月 27 日（日） 
[時間]13：30～15：30 講師：中山寧人氏 
[会場]湯梨浜町役場講堂 
[問合]湯梨浜町役場生涯学習・人権推進課 
  （0858）35-5368 
湯「輝く女性のいきいきセミナー」中国電力 presents 

[開催]12 月 4 日（日） 
[時間]13：30～15：30 13：00 開場 
[会場]ハワイアロハホール 湯梨浜町はわい長瀬 584 

★セミナー内容★ 
第 1 部/「ラドン温泉で美しく健康な体を手に入れる 
    ～放射線の正しい理解と活用～ 
講師：山岡聖典氏（岡山大学大学院保健学研究科教授） 
第２部/インプレッショントレーニングで人生のチャンスを掴む  

講師：重太みゆき氏（亜細亜大学ホスピタリティマネジメント学

科教授、日本初インプレッショントレーナー） 

[申込]特設サイトまたはハガキで参加者全員の郵便 
番号、住所、氏名、年齢、電話番号を明記してお申込 
下さい。締め切り 11 月 18 日（金）定員 500 名 
[問合]日本海新聞中部本社事業課中国電力セミナー係 
   TEL（0858）26-8340 FAX（0858）26-8310 
★お知らせ★ クリスマス花火観賞 2016 お楽しみに♪ 
12 月 23 日（金・祝）・24 日（土）20：15～20：30 

 

鳥取 ⇔ 大阪  カニバス運行 

温泉・カニ・しじみ・スイーツ・牛骨ラーメン・足湯・体験・ウォー
キング・お買い物・スタンプラリー・雑技ショー・キャンペーン・ 
プレゼント・シャトルバス 
はわい温泉・東郷温泉に泊まって特典いっぱい♪ 
 

■今年も鳥取と大阪を結ぶカニバスを運行します。はわい温泉・東

郷温泉の旅館ホテルの宿泊プランとセットでお申込下さい。 

 
往路 大阪天王寺/大阪梅田→中国自動車道～鳥取自動車道→ 

   鳥取砂丘（自由食）→東郷温泉～はわい温泉 

復路 はわい温泉～東郷温泉→鳥取賀露港（海産物のお買い物） 

   鳥取自動車道～中国自動車道→大阪駅周辺/天王寺駅周辺 

 

 

[期間]平成 28 年 12 月 17 日（土）～ 

平成 29 年 3 月 31 日（金）※12/30～1/3 運休 

[料金]大人 4,800 円/学生・小人 4,300 円 

★いずれもお一人様の往復料金です。片道料金

はありません。12/17(土)の初日便は、なんと

通常バス料金の半額でご利用いただけます。 

（大人 2,400 円/学生・小人 2,150 円） 

★大型バス 1 台までの受付ですのでお早めに！ 

 魅力その① 鳥取⇔大阪の交通費が安い！！ 

魅力その② 鳥取砂丘や賀露の海産物店にも立ち寄り♪ 

魅力その③ カニバス利用者だけの８大特典あり。 

★湯梨浜町内からは、おもてなし現地ガイドが乗車し皆さまのお宿ま

でをご案内いたします。（湯梨浜町観光ガイドの会他） 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

[利用申込について]はわい温泉・東郷温泉のお宿にご宿泊のお客様の

みがカニバスをご利用いただけます。バスのみの利用は出来ません。 

インターネット等で宿泊予約をされたお客様も、必ずお宿に「カニバ

スを利用します」とお伝え下さい。お宿に直接お電話いただいた時点

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/ 

   TEL（0858）35-4052 FAX（0858）35-4701 

 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊ 

11/13（日）群馬県安中市 チャリティー歌謡祭ゲスト 

11/19（土）東京都品川区 カラオケ大会 ゲスト 

11/26 (土) 鳥取県米子市 全日空ホテル 国士舘大学同窓会 

11/27（日）鳥取県湯梨浜町 湯梨浜町中央公民館泊分館 とまり公民

館まつりゲスト 12:00～谷本耕治ショー 

12/4（日）山梨県石和温泉 YCK 山梨中央交通忘年会 

12/15（木）東京都 ネットテレビ収録 

12/17（土）群馬県前橋市 群馬テレビ「カラオケチャンネル」収録 

イベントスケジュールをブログでチェック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/ 

 

 

 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊ 

忘年会・新年会のオススメ 元気です♪ 

YURIHAMA 

 はわい温泉・東郷温泉旅館組合が鳥取県中部の自治

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。 

温泉で身体を癒し、美味しい料理とお酒で

明日への活力を！皆さま、ぜひお越しくだ

さい。各旅館のプランをまとめた冊子やチ

ラシは観光案内所にもありますよ。幹事さ

ん、迷ったらココ♪ 

[問合]はわい温泉・東郷温泉旅館組合 

  （0858）35-4052 

 

http://www.hawai-togo.jp/
http://ameblo.jp/koji-tanimoto/
http://p-h-p.jimdo.com/

