
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Vol74 

２０１７年７月１０日発行 

■海のレジャーといえば「海水浴」。打ち寄せる波、白い砂浜、抜群のロケーションの湯梨浜のビーチで夏を思いっきり楽しんじ

ゃおー♪オープンしたばかりの（ハワイは間もなく）期間限定「海の家」をご紹介させていただきます。 

□水着    □バスタオル   □ハンドタオル 
□着替え   □パーカー    □帽子 
□サングラス □ビーチサンダル □日焼け止め、化粧品 
□シート   □ヘアゴム    □お金(小銭) 
□ビニール袋 □デジカメ    □ウエットテッシュ 
□携帯    □防水用イヤホン □スマホ用スピーカー  
□浮き輪(子どもにしっかり固定できる袖浮き輪) □ゴーグル   
□うちわ(扇子)□雑誌      □ジップロック袋 
□絆創膏   □冷えピタシート □クーラーボックス 
□水筒    □パラソル    □折りたたみチェアー  
□小さいシャベル(パラソルを立てる穴掘り用)  
□ペットボトルに入れた真水(最後の砂落とし用)   

■白い砂浜、青い海。シュロの街路樹が hawaii を思わせる日本のハワ
イ通称“ハワイビーチ”。ビーチの目の前には、広くて開放的な海の家が
2 棟あり、フード定番メニューの他、白いかの下足焼きや岩がきも楽し
めます。もちろん温水シャワー（コイン要）や更衣室も完備。（水シャ
ワー・更衣室は無料）岩付近では小魚やカニの姿も見られ、磯遊びも人
気です。網、ケース、水中メガネも販売中～♪  
クールダウンやお食事にどうぞご利用下さい。 
※浮き輪・パラソル・ボードの貸出しあり（有料） 

[開設期間] 7 月 15 日（土）～8 月 18 日（金） 

[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、宇野地区の皆さんが交代で運営されており、会話も楽しい憩いのビ

ーチです。海の家では、漁師さんから直仕入れのサザエ・アワビ・岩が

き（夏輝があることも！）に舌つづみ。いぎす草（海草）をとろ火で煮

溶かして固めた鳥取県中部のソールフード “いぎす” 

は磯の香りたっぷりの隠れた人気メニューですよ。 

※浮き輪・パラソル・ボードの貸出しあり（有料） 

[開設期間] 7 月 9 日（日）～8 月 16 日（水） 

[監視時間] 8:30～16:30  

[駐車料金]  1,000 円（P50 台）  

[休 憩 所] 1 棟 利用料 無料 

 

 

 

 

  

 

[問合]湯梨浜町観光協会（0858）35-4052 
問合せ内容によっては、各海水浴場へ確認し、取次ぎを行います。 

 

 
 

  

 

 

 

 

★更衣室のみの利用はできますか。 

無料で利用できます。（水シャワーは無料です。） 

★海の家のメニューは何がありますか。 

海水浴場によってメニューと料金は異なります。焼きそば、カレー、か

き氷などの定番メニューの他に、地元メニューもあります。 

★今日波はありますか？泳げますか？ 

荒天の場合、海水浴場→観光協会へ連絡が入ります。お問合せ下さい。 

★クラゲは出ますか？ 

クラゲは基本的に海には一年中います。お盆前にいるクラゲは「幼生」

という子どもの状態。お盆明け頃に「成体」という大人の状態に育ち、

近くに寄ってきたものを敵や餌と思って刺すのです。クラゲ予防ローシ

ョンや日焼け止めクリーム、ワセリンを塗るなど。T シャツを着て入る

のも予防になるようです。 

★水温はどれくらいですか。 

天気と時間によって水温も変わります。 

★キャンプは出来ますか 

東郷湖羽合臨海公園で利用可能です(無料)お問合せ下さい。 

(0858)32－2189 あやめ池スポーツセンター 

[平成 28 年度海水浴場の問合わせ] 

★浮き輪の空気を入れたいのですが道具は貸してもらえますか。 

両海水浴場とも、コンプレッサーの貸出可能です。 

★海でバーベキューは出来ますか。 

申し訳ございません。海水浴場でのバーベキューは禁止されています。 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■東郷小学校 3 年生の総合学習として、湯梨浜町久見にある二十世紀梨の古木「百年樹」の
交配体験（4/17）、小袋かけ体験（5/18）に続き、6 月 19 日（月）2 回目の袋かけ“大袋か
け体験”が行われました。 
2 回の袋かけを行うことで、果実を汚れや病気から守り、青梨特有のなめらかな肌に仕上げ
る役割や、袋の中の温室効果で梨の育成を促進する効果もあります。撥水性や耐水性、光透 
 
 

湯梨浜町立東郷小学校 3 年生 
 

■湯梨浜町では「梨の木」が町の木に指定されており、「湯梨浜
町二十世紀梨を大切にする町づくり委員会」では毎年７月４日
を「梨の日」に制定しています。 
今年の梨の日は、台風３号の影響であいにくの雨模様でしたが、
関係各所から約５０人が出席され、湯梨浜町久見にある”百年
樹”を前に東郷神社宮司による「東郷梨豊作祈願祭」と「行事」
が行われました。梨にとってその年の作柄を大きく左右する受
粉作業は、近年にない好適な条件での作業となり、十分な日照
時間と平均気温を確保できていることから、今年も美味しい梨
が実ることが期待されます。雨のため予定されていた東郷小学
校３年生による学習発表は中止となりましたが、引き続き体験 
 

 

過性、防虫防菌性などの機能が求められるこの果実袋も、昔から同じ袋が使われていたわけではありません。 
新聞紙で果実を包んでいた明治末期から始まり、大正 3 年パラフィン紙の普及と共に紙質が変わり、昭和 40 年頃には小袋が登
場。昭和 50 年頃には小袋･大袋と 2 回の袋掛けが定着したようです。現在も、長きにわたって受け継がれた人と技術、梨に対
する強い思いを受けて、梨だけでなくあらゆる果実の品種に適した袋の開発を目指して、全国で毎年試験が行われています。 

小袋と違って、大袋は留め金をしっかりと巻いて仕上げなければい
けません。児童の皆さんは「ちょっと難しいなぁ・・」「掛けにくい
なあ」と苦戦しながらも、小袋がはち切れそうな程に成長した果実
に、思い思いにイラストや名前を書いて準備した一人 5 枚の大袋を
丁寧にかけました。合言葉はもちろん「美味しくなあれ」♪ 
9 月上旬の収穫体験を待ちながら、日々の勉強や運動に励まれるこ
とでしょう。引き続き、百年樹を守っている「百年会」の皆さんの
協力で梨の成長を管理していきます。 

 

  

学習として、９月上旬には収穫体験（児童持ち帰り分）の他に
販売用と、町内 90 歳以上の方へ記念品として贈呈される予
定です。 
梨の花言葉は「和やかな愛情」。これからも梨の樹に愛
情を込め、対話しながら栽培に取り組んでいきます。 
 
 

 

■昨年の大好評動物園企画の第２弾！ 

お子さまから大人まで“見て、さわって、触

れ合える”今年もかわいい動物たちが中国

庭園燕趙園にやってきますよ。 

入園を含むお得な前売り券も発売中。もち

ろん園内では 1 日 3 回の雑技ショーも必見

です。温泉、お買い物、グルメなどなど♪

夏休みのお出掛けプランはココに決まり。 

 

ゆアシス東郷龍鳳閣がお得に利用できちゃうんです♪  
 

2017 年 7 月 28 日(金)～8 月 20 日(日) 
 [時間]9：00～17：00 
[会場]中国庭園燕趙園 
(湯梨浜町引地 565－1) 
 

 

 

一般(高校生以上） 前売り700円(当日900円）

小・中学生 前売り500円(当日600円）

3歳～小学生未満 前売り・当日400円）

入　　場　　料

★前売り券販売所★ 

・日本海新聞各本支社 

・鳥取県中部地区の 

日本海新聞販売店 

・中国庭園燕趙園 

・ゆアシス東郷龍鳳閣 

・ローソンチケット 

 （L コード 62869） 

 

 

特別割引
全館/水着エリア

+中国風呂(裸風呂)
中国風呂(裸風呂)

高校生以上 870円⇒700円 360円⇒300円

中学生 620円⇒500円 310円⇒250円

3歳～小学生 410円⇒300円 260円⇒200円

楽しさいっぱい！ふれあい動物フ

ェスティバル in 燕趙園のチケット

には、特別割引券と特典付。特典①

お子さま対象動物グッズ抽選会 

特典②牛骨ラーメン 50 円引き。 

 

嬉しい特典付 

  

 

白熱！アヒルレース★毎日開催★ 
10:00～/14:00～/16:00～ 

おしりフリフリ可愛い～♪ 

スーパードッグ＆モンキーサーカスショー 

8 月 8 日(火)～13 日(日)までの 6 日間 

 

 

ふれあい広場 
ウサギ・モルモット・ヤギ・ニワトリ・コールダ

ックなどと触れ合うことが出来ます。 

★動物のえさ 200 円で販売 

ふれあい写真館 
フクロウ・ハリネズミ・セキセイインコ・ミーア

キャットなどと写真撮影ができるコーナーです。

デジカメ、携帯電話など撮影の出来るカメラをご

準備下さい。★1 組 300 円 

 

ベンガル猫・ワシミミズク・ 

モリフクロウ・リクガメ・ 

イグアナやトカゲ、ヘビなどの 

は虫類や昆虫もいるよ～。 

★入場料には、燕趙園の入園料が含まれていま

す。当日入場２０人以上の団体は、前売り料金

です。障がい者手帳、療育手帳を提示の方は無

料（介助者は有料）。２歳以下は無料です。 

[問い合わせ]日本海新聞中部本社事業課   

（０８５８）２６-８３４０ 

 

 

 
 待ってるよ 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■湯梨浜町は、旧羽合町の頃よりアメリカ合衆国ハワイ郡と姉妹提携し

ていることでハワイ関連イベントが多く行われています。 

アロハカーニバル 2017 も、湯梨浜町とハワイを繋ぐというイメージ  

日本のハワイ 

7/１(土) 

 ～8/15(火) 

 
を構築し、飲食やレジャー、スポーツはもとより自信をもって「日本のハワイ」と呼べるよ

うにすることが目的です。「湯梨浜の夏はハワイ一色」(*˘︶˘*).:*♡ 
 8 月 15 日（火）のイベント最終日まで盛り上げていきますので、どうぞ皆さまもご一緒にお楽しみ下さい。 
 

 

カウンセリング→フェイシャルエステ→メークアップ 

アロハカーニバル期間限定価格 

通常 6,300 円→2,160 円 ※この機会にぜひお試し下さい。 

[予約]サロンドアロハ 倉吉市東厳城町 40 

営月～土 10：00～19：00 休日・祝（0858）24-5686  

女性限定/完全予約制です。 

町内飲食店で、この時期だけの
限定メニューを食べよう。 
スタンプの数によってゆりは
まアイスや東郷湖産しじみが
もらえちゃう。 
 
 

アロハ丼スタンプラリー
で賞品 GET 
 

東郷湖レイクアクティブ 
 

テーマ/わたしが見つけた「日本の
ハワイ YURIHAMA」 
★行事・自然・飲食・文化・スポー
ツなどアロハカーニバルを通じて
「日本のハワイ湯梨浜町」を写真
で表現しよう。 
最優秀賞/1 点アロハトロフィー
及び賞金 2 万円 
優秀賞/2 点アロハトロフィー及
び賞金 1 万円 
アロハ賞/5 点記念品（アロハグッズ） 

レイクチューバー・カヌー・SUP がアツい。7/16（日）・8/６日（日）

は通常料金の半額 DAY♪みんな～東 GO 湖へ GO！GO！ 
場所/café ippo (湯梨浜町南谷)※2 日間はお一人様 1 回に限ります。 
 

 

テラスヨガ 
 7/16（日）・8/６日（日） 
テラスヨガでクールダウン。心地
よい風を感じながら、心も身体も
リフレッシュ。 
【料金】1,000 円 
【時間】17:30～18:30 
【会場】café ippo テラス 
 

ビュッフェパーティー 
7/16（日）・8/６日（日） 
先着 50 名様限定/19:00～ 
会場/café ippo 参加費/4,000 円 
 
 

★まずはガイドマップをご覧下さい。町内飲食店、観光施設などに設置！！ 

[問合]アロハカーニバル実行委員会（はわい温泉東郷温泉観光案内所内）（0858）35-4052 

期間中、対象旅館・ホテルに宿泊し、「宿泊証明印」を

押した応募用紙で応募すると、抽選でハワイペア旅行

券をはじめとする豪華なアロハ賞品が当たります。 

※応募箱は各旅館に設置 

★ハワイペア旅行券(20 万円相当)1 組 

★はわい温泉/東郷温泉ペア宿泊券（3 万円相当）２組 

★ハワイ・アロハグッズ（２千円相当）20 名 

 

日本のはわいに泊まってハワイに行こう！ 

 

フォトコンテスト 
 

①アロハモニュメント（湯梨浜町上浅津/ハワイゆ～たうん横公園）前
で写真を撮る→はわい温泉東郷温泉観光案内所スタッフに提示 
記念品受渡し場所⇒はわい温泉東郷温泉観光案内所 
②ガイドマップ記載の旅館・ホテルに宿泊しアロハ 
丼・アロハバーガー・アロハスイーツ提供店で 
1,000 円以上の飲食や買い物をする。 
記念品受渡し場所⇒お買い物をされたお店 
①か②どちらかクリアで、日本で唯一砂を固める技術に特化し “鳥取
砂丘の砂”だけを使用して作られたオリジナルの記念品をプレゼント。 

アロハカーニバル限定企画 

自分を磨いちゃう★エステ＆メークアップ 

記念品ＧＥＴ！ 
 

オープニングイベントメレフラパーティー大盛況 
アロハカーニバルのオープニングイベントとして、７月１日（土）20:00～はわい温泉望湖楼を会場に”メレフラパーティー”が

開催され、県内外からハワイアンフェスティバルに参加されるフラダンスチームの皆さま、地元湯梨浜町の皆さまなど約１３０

人がハワイ風に仕立てられたお料理やドリンクで、日本のハワイの夜を楽しみました。 

吉岡アロハカーニバル実行委員長のあいさつで始まり、「農業で住みます芸人」加藤アプリさんの湯梨浜町の紹介と乾杯で、会

場は和やかムードに♪そして、お待ちかねの“メレフラタイム”へ。岡山を拠点にハワイアンイベントに多数出演されているヒナ

ファミリーの皆さんのバック演奏で踊る参加者の皆さん。特に盛り上がったのは会場の男性によるカネフラヽ(´ω｀*)ﾉ♪ 

もちろん飛び入りもＯＫ！フラ＝女性というイメージが定着しつつありますが、古来では神様への祈りや祝い事のために男性の

みが踊るものだったそうです。ハワイ語でカネ（男性）と言い、カネフラには力強さやキレのある動きなど、また違った魅力が

ありますね。パーティーも終盤に差し掛かったところで、アメリカ合衆国ハワイ郡よりハワイ島で「ＵＮＵＬＡＵ」を主宰する

クムフラ（フラダンスの巨匠）ペレ・カイオさんをはじめとするアーティストの皆さまが”サプライズゲスト”で登場すると、会

場のボルテージは急上昇！最後は、ハワイに生まれ育ちその地に感謝するという歌詞のハワイの賛美歌「ハワイアロハ」の曲と

共に参加者やスタッフ全員で手と手を取り、気持ちをひとつに大きな輪をつくりました。＜ハワイアロハ日本語意味＞おおハワ

イよ 私の生まれた砂 私の家 私のふるさとよ 私はあなたの神々しく正しいという事を唄います 愛するハワイよ ハワ

イの若者よ たのしくあれ 唄え唄え おだやかな そよ風に包まれている ハワイを永遠に愛します 

最後は仙賀副町長の挨拶で、日本のハワイアロハカーニバル 2017 イベントの成功を誓いました。マハロ～♪ 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加藤アプリさんの農業体験の様子や、湯梨浜の食材 
を使った得意のお料理などが更新されるブログとツ 
イッターはコチラ↓いいねをポチっとな。 
ツイッターhttps://twitter.com/bat_ten23 

ブログ http://agriculture.yoshimoto.co.jp/yurihama/ 

 

農業で住みます芸人 in 湯梨浜 
加藤アプリ 

 

★全国で活動中の“こうちゃん”の近況やスケジュール 
などをチェック！みんなで谷本耕治さんを応援しよう。 
ブログはコチラ http://ameblo.jp/koji-tanimoto/  
セカンドシングル｢渚にて｣2017 年 2 月 28 日より第一興商カラオケ
DAM への配信中です。カラオケで歌えるよ♪【NO.6485-43】 
(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 PR 大使 谷本耕治 

 
 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

湯「中国庭園燕趙園 観蓮会」 
独特の花や葉っぱが美しい水生植物「蓮」。朝に咲く花を

見て清々しい気持ちで一日を過ごしませんか。 
[開催]7 月 15 日（土）・16 日（日）・17 日（月） 
★16 日（日）は早朝ヨガを開催します。 
[時間]6：30～午前中 
[入園料]大人 500 円/小中学生 200 円 
[会場･問合]中国庭園燕趙園 (0858)32-2180 
＊＊＊湯梨浜夏まつり＊＊＊ 
①湯「水郷祭」 
浪人踊りや灯ろう流しなど地域の伝統行事が行われます。
中でも湖上花火は圧巻で、山陰を代表する夏まつりの一つ
として定着しています。 

[開催]7 月 16 日（日） 
[時間]17：30～21：00  
17:30 東郷中学校ブラスバンド、 

東郷中学校「翔龍隊」龍おどり 

19:00 浪人踊（浪人踊保存会、 

東郷小学校児童他） 

19:30 神輿渡御  

19:50 灯ろう流し 20:30 湖上大花火大会 
[会場]東郷湖畔公園（湯梨浜町旭）国民宿舎水明荘横 
②湯「とまり夏まつり」 
波止から打ち上げられる花火は音と光の演出で来場者を
魅了♪ステージイベントの他に地元グルメの屋台も出店
します。 

[開催]7 月 22 日（土） 
[時間]8:45～17:30～21:00 
8:45 榊・神輿（泊地内） 

17:30 泊小学校鼓笛隊パレード（泊地内） 

18:20 ステージショー（泊新港特設ステージ） 

20:40 海上大花火大会 

[会場]泊新港（湯梨浜町泊） 
③湯「綱引き大会」 
出場者も応援も気合十分！熱気に包まれた会場へお越し
下さい。 

[開催]7 月 30 日（日） 
[時間]8：45～  
[会場]泊新港（湯梨浜町泊） 
[①②③とも問合]湯梨浜夏まつり実行委員会 
（湯梨浜町役場内）(0858)35-5313 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
湯「サマーわくわくフラダンスショー」 
日本のハワイで、地元湯梨浜のフラダンスチームのステー
ジをお楽しみ下さい。フワフワの特製かき氷 100 円で販
売します。皆さんぜひ遊びに来て下さいね。 

[開催]7 月 22 日(土)・23 日(日)・29 日(土)・30 日
(日)・8 月 5 日(土)・11 日(金)・12 日(土) 
※7 日間開催 
[時間]20：15～20：30 無料です 
[会場]はわい温泉広場 雨天中止 
http://www.hawai-togo.jp/（0858）35－4052 
湯「中国庭園燕趙園 出前かにっこ館」 
[開催]8 月 3 日（木） 
[時間]10：00～14：00 
[入園料]大人 500 円/小中学生 200 円 
[会場･問合]中国庭園燕趙園 (0858)32-2180 
湯「中国庭園燕趙園 ミニ縁日」 
[開催]8 月 5 日（土）～8 月 15 日（火） 
[時間]10：00～16：00 
[入園料]大人 500 円/小中学生 200 円 
[会場･問合]中国庭園燕趙園 (0858)32-2180 
 

 

オリジナルポロシャツ限定販売！ 
湯梨浜最高！みんなで着て地元を盛り上げよう。 

トレードマークの麦わら帽子をかぶり、梨栽培に汗を流す 農業で

住みます芸人、加藤アプリさんのユーモラスなシャレ「ゆりは

MAX(湯梨浜、最高)」と、東郷湖に浮かぶ梨をデザインに取り入

れ、日本のハワイらしいハイビスカスの花と梨の花をあしらった

華やかなデザインのポロシャツが限定販売されました。 

詳しくは協会 HP をご覧下さい。皆さん、ぜひ湯梨浜町の広告塔に

なって下さいね(*´д｀) 

１枚 3,000 円（税込） 
 

 
[ご注文の流れ] 

※お申込先にて注文販売をいたします。お申込用紙に必要事項を

記入の上担当者へお渡しください。（代金はお申込時にお支払い下

さい）S/M/L/XL 以外のサイズをご希望の方はご相談下さい。 

在庫があればその場でお渡し可能です。 

[お申込先] 町内３ヶ所で承り中 

★湯梨浜町観光協会[湯梨浜町はわい温泉 5－22] 

TEL(0858)35-４052  FAX(0858)35-4701 

観光協会 HP でも申込用紙をダウンロードできます。 

★湯梨浜町役場 産業振興課[湯梨浜町久留] 

TEL(0858)35-5384  FAX(0858)35-5376 

★湯梨浜まちづくり株式会社[湯梨浜町龍頭 500] 

湯梨浜町役場東郷示支所 2 階 A 室 

TEL ＆FAX (0858)48-6210   

※県内外へ商品発送をご希望の方は、下記までお申込下さい。配送

料＋代引き手数料＝1,080 円が加算されます。 

★商品発送をご希望の方⇒株式会社シセイ堂デザイン 

（鳥取市吉方温泉三丁目 802） 

TEL(0857)22-1122  FAX(0857)22-1133 

 

 

 

吉本×湯梨浜町 

 

 

 

https://twitter.com/bat_ten23
http://agriculture.yoshimoto.co.jp/yurihama/
http://ameblo.jp/koji-tanimoto/
http://p-h-p.jimdo.com/
http://www.hawai-togo.jp/

