
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 71 

２０１7年４月１０日発行 

 

とりミングバス    運行中！ 

鳥取県中部地区と岡山県蒜山地区の魅力スポット
をトリミングしたイイトコ取りのバスツアーです。 

[期間] 2017 年４月２日（日）～９月２４日（日） 

   ※期間中の毎週日曜日に運行します。 
[ツアー料金]大人(中学生以上)5,000 円/小人(小学生以下)3,000 円  
（バス料金、入館料、昼食代込）※未就学児はバス座席･昼食が不要の場合、無料です。 

[申込締切] 運行日前日の 17 時 https://tottori-iyashitabi.com/plan/service/89 

 

■鳥取県中部と、岡山県北部の魅力スポットを１日で観光することができるお得なバ

スツアーが運行開始いたしました。施設の入館料、昼食代の他、嬉しい特典がついて大

人（中学生以上）お一人様 5,000 円/小人（小学生以下）3,000 円です。ご家族やお友

達同士、グループや地域の行事としても OK。はわい温泉、東郷温泉、三朝温泉発着で

すので、宿泊のお客様にもオススメですよ。 

●ツアースケジュール● 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

出発 8:40 はわい温泉･東郷温泉観光案内所前 
出発 9:20 三朝温泉商工観光センター前 
出発 9:35 倉吉駅バスターミナル 

ジャージ牛乳をたっぷり使った乳製品や絶品ス
イーツなどのお土産が揃うショップでお買い物
♪放牧エリアでは、ジャージ牛たちとのふれあ
いに癒されることまちがいなし。額にハート模
様が人気のジャージ牛“ラブリーちゃん”に会え
るかも。デザートにミルクたっぷりジャージソ
フトクリームはいかが？（別料金/割引あり） 

10:30 ひるぜんジャージーランド 

 

 

11:20 ヒルゼン高原センター（昼食） 
高原のグリーンに包まれる広大なアミューズメント
パーク＆蒜山の名産･特産･スイーツ･オリジナルの   

お土産が揃うショップです。 
昼食には、濃厚な味噌ベースの甘辛ダレ、か 
めばかむほど味が出るかしわ肉、蒜山高 
原キャベツが決め手のご当地グルメ「ひる 
ぜん焼きそば」をお召し上がり下さい。 

 
 

琴浦町を代表する「うまいもん」を中心とし
たお菓子や乳製品など、豊富な品揃えが人気
の道の駅です。地元で採れた新鮮な野菜や果
物、加工品はもちろん、日本海で水揚げされ
た鮮魚に活魚、海産物など 
の海の幸も見逃せな～い。 
 

13:10道の駅 琴の浦 

 

到着 16:40 はわい温泉･東郷温泉観光案内所前 
到着 16:20 三朝温泉商工観光センター前 
到着 16:05 倉吉駅バスターミナル 

14:55 倉吉白壁土蔵群 

 

玉川沿いには、白い漆喰壁に黒の焼
き杉板、屋根には赤い石州瓦の落ち
着いた町並みには、特産品や手作り
アクセサリー、ちりめん細工、ワイ
ン蔵に醤油蔵、倉吉絣工房など和モ
ダンな空間が広がります。 

 

名探偵コナンをはじめとする青山先
生の描くまんがの世界へ！館内には
先生の幼少期の思い出の展示品や、
実際にまんがが誕生する仕事部屋の
様子を再現。トリックに挑戦したり、
発明品を体験するコーナーもあり、 
 

13:55 青山剛昌ふるさと館 

 

 

[問合わせ・申込] 
一般社団法人 鳥取中部観光推進機構 
TEL(0858)24－5024 
FAX(0858)24－5074 

申込は TEL,WEB
または FAX で 

 

■4 月 1 日から鳥取県中部の観光スポット、倉吉白壁土蔵群・なしっこ館・三

朝温泉･三徳山・はわい温泉･中国庭園燕趙園・東郷温泉を運行する区間が 2 日 

間乗り放題のとってもお得なパスが登場します。 

★ご自身でプランをたてての観光や、お子様の旅冒険

に          にもピッタリですよ。路線バスでゆったりと鳥取県中     

部の観光をお楽しみ下さい。 

[販売期間]2017 年 4/1(土)～2017 年 3/31 日(土) 

[湯～遊 2 デーパス料金] 1,300 円  

※大人/小人同額です 

 

 [販売場所/問合わせ] TEL 記載が問合わせ先 

★JR 倉吉駅内観光案内所(0858)24-5370 

★倉吉白壁土蔵群観光案内所 

★三朝温泉ほっとプラ座(0858)43-0431 

★はわい温泉･東郷温泉観光案内所 

(0858)35-4052 

 
  

こんな周遊もアリ！鳥取県中部★路線バスの旅 

 

29，4，2 
  29，4，1 

◆販売場所にて“パス使

用日”を指定して下さ
い。販売店にて日付スタ
ンプを押印します。 

(2 日間有効) 
詳細は裏面に記載して
あります。 

ご家族でお楽しみいただけます。 

 

・白いたい焼き 
・赤瓦せんべい 

プレゼント 

 
200 円分の 
お買い物券プレゼント 

 

大人気 

４/１より 好評発売中！ 

http://www.yurihama-kankou.jp/
https://www.facebook.com/yurihamakannkou
https://tottori-iyashitabi.com/plan/service/89


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 28 年度 観光客もてなし向上研修会 

 
■お客様との出会いのなかで、湯梨浜の良さを感じていただき、リピーター

に繋がるようなおもてなしが出来るよう湯梨浜町観光協会が毎年実施して

いる観光客もてなし向上研修。今年は、湯梨浜町の歴史･文化･食などさまざ

まな観光資源があるなかで、町のシンボルである東郷湖を中心とした自然環

境をテーマに、3 月 14 日（火）役場会議室で研修会を行いました。 

講師には、東郷湖･天神川サケの飼育放流プロジェクト 代表であり海洋調査

船「ヤング丸」船長、町内在住の魚博士 中前雄一郎さん。 

昨年 12 月に行われた観光ガイド養成講座の研修でもお世話になったのです

が、参加者からも「今までと違った視点での研修は、とても新鮮で勉強にな

った」との声が多く、今回はさらにパワーアップして実現したものです。 

 

湯梨浜町観光協会 

 

 

  

中前さんが自然のなかで捕った魚や、水辺や

山で観察された鳥の写真等で紹介。時にはク

イズ形式で参加者と交流しながら、自分たち

は豊かな自然のなかに身をおいて生活してい

ることを学びました。 

はわい温泉・東郷温泉の旅館や観光施設から 

 

 

 

 

はわい温泉･東郷温泉の旅館や観光施設から

参加していただいた 10 名 

10 名の参加があり、参加者から「私たちに身近

な東郷湖についての研修はとても役にたちまし

た」「湯梨浜の自然は十分観光資源になると感じ

ました」などの感想をいただきました。 

お客様から、湖の生き物や野鳥についての質問を

受けることがあり、自然についての関心の深さを

感じます。 

現在、中前さんは旅館等で閲覧できるような楽し

くて勉強になるチラシや小冊子を制作中とのこ

と、とても楽しみですね♪ 

湯梨浜町観光ガイドの会 

ようこそ湯梨浜へ 

 

あやめ池春のこどもまつり 

 2017 ～東郷湖キッズランﾄﾞ in燕趙園 ～   

 

 

■東郷湖羽合臨海公園と中国庭園燕趙園との共同イベン
ト「あやめ池春のこどもまつり 2017～東郷湖キッズラン
ド in 燕趙園が、3 月 18 日（土）～20 日（月･祝）の 3 日
間、中国庭園燕趙園で開催され、春の陽気とともにお子さ
んの楽しそうな声が園内に響きました。園内に入れば、そ
こはキッズパラダイス！！段ボール遊具に迷路、アニマル
ライド、缶バッチ作り、チョコレートファウンテンやポッ
プコーンや綿菓子などの縁日も出店。中国庭園燕趙園で
は、毎月楽しいイベントを企画しています。 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

湯梨浜町観光協会 NEWプラン 

   ４/１販売開始 

■湯梨浜町内の神様の名前の付いた 7 つの足湯と、はわい温泉にある縁結びの神、 

契大明神（宮本神社）をめぐる「縁起めぐりセット」が、はわい温泉東郷温泉観光

案内所をはじめ、町内の旅館や店舗で販売開始となり、セット内容（足湯タオル・

うちわ・縁起の良いあげまき結びに包まれた契大明神伝説が記された巻物・開運お

みくじ）のうち、渡辺宮司により「開運おみくじ」のご祈祷が宮本神社（湯梨浜町

はわい温泉）で行われました。湯梨浜に来られたお客様が、 

心も体もぽかぽかに、男女の縁を結ぶだけでなく、 

全てに良い関係を築くことができるよう“縁起め 

ぐりセット”で周遊してみませんか。 

 

 

 

 

 

 

 

《縁起めぐりセット販売店》コチラで購入できます♪ 

●はわい温泉エリア●山本みやげ店(0858)35－4141  

水郷(0858)35－3521 東郷館(0858)35－2010  

ハワイゆ～たうん(0858)35－4919 

はわい温泉・東郷温泉観光案内所(0858)35－4052 

●東郷温泉エリア● 国民宿舎水明荘(0858)32－0411 

ゆアシス東郷龍鳳閣(0858)32－2622 

中国土産處老龍頭(0858)32－2677 

ぱにーに湯梨浜店(0858)24－4722 

 
  

縁起めぐりセット参百縁（300 円） 

縁起めぐりセット ご祈祷 
七福神足湯めぐりと契大明神縁結び 

 

 

■4 月 4 日（火）東出雲より２９名のお客様が湯梨浜町へお越し

になりました。ガイドは湯梨浜町観光ガイドの会会長 田渕喜之さ

ん。最初に、鳥取藩の米蔵「橋津藩倉」の片山蔵・三十間北蔵・古

御蔵をご案内しました。当時の縮図や模型、貴重な写真や資料など

大変興味深く案内を聞いて下さいました。橋津川をさかのぼり、東

郷湖畔を南へ。宮戸弁天を通過し出雲山展望台でちょっと一息♪

出雲山の名前の由来や、東郷湖に湧くはわい温泉、東郷温泉、馬ノ

山、遠く広がる山々・・・。お客様には下照姫命になったつもりで

眺めていただきましたよ。倭文神社では、地元ガイドならではのエ

ピソードを交えながら笑いあり感動ありのご案内。お客様からも

出雲について教えていただき、改めて出雲国との関わりの深さを

実感しました。お昼はレストラン吉華でお食事され、道の駅燕趙園

でお買い物。「楽しかったよ」「湯梨浜に来て良かった」「何度か来

たことがあっても観光案内をしてもらったのは初めてで、湯梨浜 

 

が、より素敵な町に感じました」

と大変嬉しいお言葉をいただきま

した。お客様と出会い、同じ時間

を過ごすことが出来たことに感

謝。今後も町の魅力を発信してい

きます。 

東出雲市より 

4 月中旬～ボタンが開花し、
連休前から始まる黄金節も
見逃せません。トリパスを使
ってお得に楽しんじゃお～ 
[問合]中国庭園燕趙園 
    （0858)32—2180 

養生館 

(0858)32－0111 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■3 月中旬から野花豊後の梅の花が咲き誇り、4 月初旬にはソメイヨシ

ノやしだれ桜、そして湯梨浜町の特産二十世紀梨の真っ白な花が町のあ

ちこちで見られるようになりました。桜にも似た梨の花は一つの花芽に

８～10 の花が咲き、まるで小さな花束のようです。 

二十世紀梨の歴史をたどってみますと、明治 21 年、梨農家であった千

葉県松戸市の松戸覚之助さんという方が、分家の石井佐平さん宅のゴミ

捨て場に生えていた苗木を見つけ、持ち帰って移植したのが始まりで

す。試行錯誤すること 10 年。ようやく実を付けた梨は、薄緑色で大変

美しく形も良い、食べてみると甘くて多汁な素晴らしい出来栄えでし

た。 

その後明治 37 年、鳥取市桂見の北脇永治さんが松戸覚之助さんが経営 

 

 

鳥取県花/湯梨浜町木/湯梨浜町特産二十世紀梨 
 
 

 

■旧桜小学校跡地を改築したさくら工芸品工房で、4 月 2 日（日）さくら工芸品工房さくら祭りが 

開催されました。今年は例年に比べて桜の開花が遅いところが多いようで、この日の桜も蕾のまま 

でしたが、小高い丘を登れば校庭だった広場で伸び伸びと体を動かす子どもたちの姿、館内をまわるスタンプラリー、バルーン

アート、フリーマーケットなどのお祭り限定イベントを楽しむ方など、さくら工芸品工房内に賑やかな花が咲きました。 

いろんな体験と美味しいお食事を楽しむことができる工房内をノゾキミ＆ご紹介（ 〃 ＾ ∇ ＾ ）さくら祭りは終了しましたが、

通常営業をしておりますので、皆様ぜひお出掛け下さい。 

Café Achelino パステル和アート スマイル 1 F 
営 11:00～21:00 火曜休 
（L.O 20:30） 
ランチ 11:00～14:00 
カフェ 14:00～17:00 
ディナー17:00～21:00 
日曜日 11:00～17:00 

 

 

 

 

３F 

２F 茜工房 梅花書道 

 

070-2367-1183 

 

 

★小学校時代の職員室を
改装し、天井が高く暖かい光が差
し込む開放的な店内では、県内産
の食材を使ったパスタ、リゾット
などイタリアンを中心にした料
理をお召し上がりいただけます。
スイーツも人気ですよ♪ 

080-1636-8586/山口 

 

080-3053-1832/陳展 

 

 

 

 

パステルアート体験（所要時間 30 分～1 時間） 
体験料 500 円（予約不要）070-2367-1183/枡田 

 

 

  

 

★粉末にしたパステルを指先や消しゴムで画用紙に広げて
いくパステルアート。優しいタッチで描いていくと、だんだ
んと心の中が表現され”癒し”の心地よさを体験することが
できます。額も別売りで販売。すぐに飾ることができます。 
 

お食事 
カフェ 

 

 

藍染体験（所要時間 1 時間～）13:00～不定休 
体験料 500 円～染めるものによります（要予約） 
草木染（要相談） 

 

 

 
★最古の染料である「藍」。藍で染めたものは色褪せしにくく殺
菌効果や虫除け効果もあるそうです。何よりの魅力はあの美し
い藍色。海外では「JAPAN BLUE」と称されているんですよ。
気軽にハンカチからでも OK お問合せ下さい。 
 

梅花書道 予約注文販売 http://hanamoji-chinten.com/baika/ 

 

 

 

 

★2 千年以上の歴史のなかで伝承さ
れてきた一子相伝の世界無形文化
遺産の梅花書道。神戸南京町を拠点
に活動されている女流アーティス
ト陳展先生の花文字が展示販売さ
れています。お好きな文字のオーダ 

ーも OK 詳しくは陳展先生の HP をご覧下さい。 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
●さくら工芸品工房●湯梨浜町松崎 619 
JR 松崎駅から徒歩 15 分 駐車場 24 台 
お問合せ/湯梨浜町役場企画課（0858）35-5111（代表） 

 

た。やがてこの梨は「青梨新太白（しんたいはく）と呼ばれ親しまれましたが、明治 37 年、苗木の生産販売をしていた渡瀬寅

次郎氏と東京帝国大学助教授 池田伴親氏が「この梨はきっと二十世紀には名を成すであろう」と賞賛され、「二十世紀梨」と名

づけられました。同じ年、鳥取市桂見の北脇永治さんが松戸覚之助さんが経営する「錦果園」から 10 本の苗木を購入し、自分

の果樹園に植えたのが「鳥取県二十世紀梨」の始まりです。 

さくら工芸品工房 さくら祭り 

 

湯梨浜町で栽培されるようになったのは、明治 39 年湯梨浜町久見の更

田安佐衛門氏が、三朝町出身の技師高田豊四郎氏から枝を譲り受け、早

生赤梨に接木をしたのが始まりです。 

当時、長十郎などの赤梨が栽培されていましたが、二十世紀梨の品質の

良さから接木によって品種改良を加えました。『百年樹』と呼ばれる湯梨

浜町二十世紀梨栽培の歴史を物語る古木は、幹回り約２ｍ、枝は東西約

14ｍ、南北約 16m に広がる全国屈指の梨の巨木は、関係者によって大

切に管理され、今でも多くの実をつけています。 

 

 

二十世紀梨の花盛り 
 

 

http://hanamoji-chinten.com/baika/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

《湯梨浜町での優待特典》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

湯「中国庭園燕趙園 ボタンを愛でよう」 
1,200 株 5,000 輪のボタンが咲き誇る国内最大級の中
国庭園燕趙園。大人気雑技ショーは 1 日 3 回公演です。 
9:30～/13:30～/15:00～ 
[開催]4 月 22 日（土）～30 日（日） 
ドラゴンウォーキング４/23(日)（受付 13:00～） 
湯梨浜町の龍踊りチーム「翔龍隊」が所蔵する龍を持ち龍
踊りを体験してみませんか。 
ボタンウォークラリー4/22（土）～30 日（日） 
ボタン園に設置したチェックポイントを巡って素敵な景
品を当てよう。 
★中国庭園燕趙園 黄金節★ 
[開催]4 月 29 日（土･祝）～5 月 7 日（日） 
二胡･琵琶のコンサート 
5/3～5/6 11:00～/14:15～ 4 日間 2 回公演 
中国獅子舞（日本鳥取志咸醒獅團） 
5/7 11:00～/14:00 
[問合]中国庭園燕趙園(0858)32－2180 
湯「伯耆国一ノ宮倭文神社例大祭」 
倭文部の祖神である建葉槌命を主神とし、当地と関係の
深い下照姫命ら 6 柱をお祀りする伯耆国一ノ宮の例大祭
です。お御輿や稚児行列もでます。当日は「湯梨浜町観光
ガイドの会」もおもてなしのお手伝いをさせていただき
ます。 
[開催]5 月 1 日（月） 
[時間]10：00～神事 14:00 頃お神輿 
[場所]倭文神社境内（湯梨浜町宮内） 
[問合]倭文神社社務所(0858)32－1985 
★前夜祭（かがり火祭）は 4/30(日)19:00～です。 
湯「はわい温泉･東郷温泉に宿泊するなら直接予約
がお得です～ダイレクトキャンペーン～」 
町内の㈱真木自動車で利用できる 2,000 円の給油
券をプレゼント！ポイントよりお得じゃない？ 
★2017 年 4 月 15 日（土）～7 月 14 日（金）に 
宿泊予約サイト（じゃらん･楽天など）ではなく、旅
館 HP や旅館に直接お電話で予約され、1 予約につ
き、2 万円（消費税・入湯税込）以上の宿泊プラン
で宿泊されたお客様に 2,000 円分の給油券を 1 枚
プレゼントします。 
数に限りがありますので、 
お早めにお申込下さい。 
申込受付 4 月 10 日(月)～ 
※4/29～５/６は除きます。 
直接予約でも、町主催の大会 
参加等で特別宿泊料金適用の 
場合、対象外になることがご 
ざいます。 
問合わせ はわい温泉･東郷温泉旅館組合 
http://www.hawai-togo.jp/ 
 
◆湯梨浜イベント情報◆ 
グラウンド・ゴルフ発祥地大会 6/10(土)･11 日(日) 
ホタルバス（宿泊のお客様対象）6/10(土)～25 日(日) 
ハワイアンフェスティバルハワイ in ゆりはま 7/1(土)･7/2(日) 

水郷祭 7/16 日(日) とまり夏まつり 7/22(土) 
サマーわくわくフラダンスショー7/22(土)･23 日(日)･29 日

(土)･30 日(日)･8/5(土)･8/11(金)･8/12(土) ※7 日間 

中国庭園燕趙園庭園花火 8/19（土） 

※詳細は順次お知らせします。 

 

http://ameblo.jp/koji-tanimoto/  

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♪ 
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 への配信決定！ 
【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 

 

嬉しい割引や特典がいっぱい！とっとり春旅・夏旅パスポート 

■鳥取県の旅が楽しくなる魔法の 1 冊♪ 

トリパスを提示すると、各施設で優待特典

が受けられとってもお得！バッグにもポケ

ットにも入るコンパクトサイズなので持ち

運びにも便利です。 

専用応募箱投函や、郵便で応募するスタン

プラリーやベストスポットの紹介などもあ

りますよ。 

[期間]平成 29 年 4 月 1 日（土） 

～9 月 30 日（土） 
10.5ｃｍ 
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[運行期間] 毎週土曜日運行 
平成 29 年 5 月 13 日（土） 
  ～9 月 23 日（土） 

 

羽衣（はわい温泉21－1）日帰り入浴 通常料金大人600円→500円

山本みやげ店（はわい温泉6－10）お土産品10％割引/黒豆茶無料サービス

ハワイゆ～たうん（上浅津204－2）入浴料大人360円→310円

小人210円→160円　幼児100円→80円

あかまる牛肉店ハワイ店（田後1455－1）お買い上げ商品、飲食代5％割引

国民宿舎水明荘（旭132）宿泊のお客様 当日１回50分間貸切風呂サービス

湖泉閣養生館（引地144）日帰り入浴 通常料金大人800円→500円 小人400円→250円

ゆアシス東郷龍鳳閣（引地560－7）入浴料・全館利用 大人870円→800円

中人620円→570円 小人410円→380円

道の駅燕趙園（引地563－1）梨ソフトクリーム50円引

中国庭園燕趙園（引地565－1）入園料2割引 大人500円→400円 小人200円→160円

中国土産處老龍頭（引地565－1）オリジナルソフト「楊貴妃のささやき」50円引

[問合]鳥取県観光連盟(0857)39－2111 

http://www.tottori-guide.jp/ 
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イベント情報 

 
とっ“とり”年は鳥取県へ 

 

鳥取・因幡を巡る   日帰りバスツアー 

  

[運行期間] 毎週日曜日運行 
平成 29 年 5 月 14 日（日） 
  ～9 月 24 日（日） 

10:30 JR 鳥取駅南口/フコク
生命ビル前出発 

11:30 JR 智頭駅出発 
      ↓ 
石谷家住宅見学（観光ガイド付）     
      ↓ 
苔玉づくりで土遊び 
      ↓ 
昼食/みたき園で山菜料理を堪
能 
      ↓ 
とうふちくわの里でお買い物 
      ↓ 
砂の美術館見学/お買い物、鳥
取砂丘周辺散策 
      ↓ 
17:00 JR 鳥取駅南口 
17:20 鳥取砂丘コナン空港 
18:20 はわい温泉 
18:50 三朝温泉 

９:00 三朝温泉バス停出発 
9:30 はわい温泉バス停出発 
10:30 JR 鳥取駅南口・フコク
生命ビル前出発 
      ↓ 
浦富海岸めぐり遊覧船 
      ↓ 
昼食/漁師丼＆アラ汁     
      ↓ 
山陰海岸ジオパーク 海と大地
の自然館 
      ↓ 
砂の美術館見学/お買い物、鳥
取砂丘周辺散策 
      ↓ 
因幡の海の幸＆大地の恵み/お
買い物→かにっこ館 
      ↓ 
17:00 JR 鳥取駅南口 
17:20 鳥取砂丘コナン空港 
 

[旅行代金]大人 4,000 円（税込） 
     小人 3,000 円（税込）  

問合/鳥取市観光コンベンション協会 
（0857）26-0756 
http://www.torican.jp/ 
 

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

