
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Vol77 

ゆりはまにあ 
２０１７年１０月１０日発行 

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！！ 

朝の爽やかな東郷湖畔を 
地元ガイドさんと一緒に歩こう♪ 

 

★湯梨浜町のシンボル「東郷湖」を眺めながらバスと散歩でぐるり一周！朝の澄んだ空気と美しい景色を眺めながら、地元ガイ

ドと一緒に歩きませんか。歩いた後は地元で人気のカフェで朝食♪翌日ノープランだったお客様も、新たな発見でお気に入りの

場所がきっと見つかりますよ。お宿に帰着されましたら朝風呂をどうぞ ( ´∀ ｀ ) 

 

宿泊のお客様限定！毎週日曜日催行 

 

 

公園コース 
（奇数日） 

 

弁天コース 
（偶数日） 

 7:30 水明荘  7:40はわい温泉広場   7:50 出雲山展望台  8:20 あやめ池公園 
 

 
（東郷温泉に宿泊のお客様） 

   
（東郷温泉に宿泊のお客様）（はわい温泉に宿泊のお客様） 

 

  

 

 

 
8:20 あやめ池公園･･･8:40 松崎湖畔･･･8:45～9:20 ぱにーに湯梨浜店 

 

 

ちょっと立寄り♪ 

 9:25 水明荘/9:30はわい温泉広場 
 

 

 

★目の前に広がる東郷湖の大パノラマ！
町の人気のパン屋さんです。店内には町内

7 つの足湯の一つ”大黒天の湯”があり、無
料で入ることができます。おかわり自由の
焼きたてパン＆自家ブレンドハーブティ

ーなどのドリンクバー付(スープ有) 

朝食 

 

  

  

 

 

7:30 はわい温泉広場  7:40 水明荘    7:50 出雲山展望台    8:20 宮戸弁天 
（はわい温泉に宿泊のお客様） （東郷温泉に宿泊のお客様） 

 
 

 
（東郷温泉に宿泊のお客様） 

 
 

ちょっと立寄り♪ 

 

9:25 はわい温泉広場/9:30 水明荘 
 

8:20あやめ池公園･･･8:40ハワイ夢広場･･･8:45～9:20cafe ippo 

 

 

朝食 

★大きな窓に開放的なテラス、抜群のロ
ケーションが人気のウォーキングカフ
ェ。朝食は天然酵母で作ったもっちりカ

リカリ食パンと自家製ベーコン、湯梨浜
産のこだわり卵“セレブの気持ち”など、
素材が美味しいワンプレートです。 

 
 

出雲山展望台★東郷湖が一望できる高台です 

その昔、出雲の大国主命の娘である下照姫命（シタテルヒ

メノミコト）は、出雲から船でこの地にお着きになり、倭

文神社境内に定住しました。命は故郷をしのびこの高台に

歩みをすすめては、遠く出雲を望まれたそうです。その姿

を見た人々はいつしか出雲山と呼ぶようになりました。 

 

宮戸弁天★湯梨浜パワースポット！！ 

古くから伯耆国一ノ宮の七弁天と称して水辺 7 ヶ所に弁

天様がお祀りされていたといわれていますが、現在祠が残

っているのはここだけ。倭文神社のご祭神下照姫命のお使

いである白蛇がこの弁天島から湖を渡り、対岸の小島を往

復していたという伝説が残っています。 

 

東郷湖★湖底から湯が湧く風光明媚な湯梨浜のシンボル 
周囲約 12km、面積約 4,5Km2 ある汽水湖で上から見下
ろすと鶴が翼を広げている姿に似ていることから別名
「鶴の湖」と呼ばれています。プランクトン豊富な湖では
コイ、フナ、シラウオなどの魚類も豊富で、身が大きく味
が濃厚なヤマトシジミは「黒いダイヤ」と呼ばれ関西市場
や料亭などで取引されています。 

★お宿にチェックイン後、17:30 までに翌日の朝食プラン（お宿での朝食 or 朝ブラプランでの朝食）をお選びください。 

ご予約された朝食付き宿泊料金からの変更（追加料金等）はございません。※素泊りプランのお客様は対象外となります。 

[開催日]9 月～11 月までの毎週日曜日 

奇数日（公園コース） 

10/15、10/29、11/5、11/19 

偶数日（弁天コース） 

10/22、11/12、11/26 

[参加費]無料 

宿泊先旅館にてお申込後、ミールクーポ

ンをお受け取りください。 

[問合わせ]対象旅館↓宿泊先フロント 

 

 

望湖楼 （0858）35-2221 翠泉 （0858）35-2200

ゆの宿彩香 （0858）35-3311 東郷館 （0858）35-2010

千年亭 （0858）35-3731 民宿鯉の湯 （0858）35-3226

羽衣 （0858）35-3621

水郷 （0858）35-3521 養生館 （0858）32-0111

別館湯乃島 （0858）35-2201 水明荘 （0858）32-0411

ニュー高橋 （0858）35-3211 澤の湯 （0858）32-0331

東

郷

温

泉

は

わ

い

温

泉

は

わ

い

温

泉

または、はわい温泉･東郷温泉旅館組合 

（0858）35-4052 

 

朝ブラスタート♪ 
地元ならではのエピソー
ドを交えたお話でガイド 

と一緒に町歩き 
   （約 1,5ｋｍ） 

朝ブラスタート♪ 
地元ならではのエピソー

ドを交えたお話でガイド 
と一緒に町歩き 

（約 1,5ｋｍ） 

６ 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■9 月 14 日（木）湯梨浜町立東郷小学校 3 年生 47 人が、湯梨浜町の二十世紀梨栽培 

の歴史を物語る古木「百年樹」の収穫体験を行いました。 

児童らは、JA 職員や百年樹を守る「百年会」の皆さんと共に、4 月の交配→5 月の小袋 

掛け→6 月の大袋掛け体験を通じて地元の特産品に触れ、故郷の良さを発見する取り組 

みを行ってきました。美味しい梨になるよう一人一人が願いを込めて袋を掛けた 

梨はこの日、はち切れんばかりに成長し収穫を待ちわびていました。 

農業普及所の職員から「収穫のコツ」を教わり、イメージトレーニング♪ 

そして、4 月の交配体験から指導役として参加されている“農業で住みます 

芸人 in 湯梨浜”の加藤アプリさんから、渾身の？ギャグ「ありが東郷」と文 

字の入った梨色の T シャツが、参加児童全員にサプライズプレゼントされまし 

た。早速みんなお揃いのスタイルで収穫開始！まずは自分が掛けたイラストや 

名前入りの大袋を探しますが、なかなか見つかりません。それもそのはず、百年樹には約 200 の梨の実を付けるうえに、どの

辺りに掛けたのか覚えている児童ばかりではありませんので、探すのも一苦労。「あれーない！どこだ～」とみんな一生懸命。

「あった！！」「大きくなっとる～」と、今までの作業の中で一番の笑顔を見ることができました。( ´∀｀)ﾉ 

中には、収穫前に病気等何らかの原因で落ちてしまったものも・・。繊細で他の品種の梨よりも作業も多い二十世紀梨、自然 

 

 

 

一人一人今年の梨は、玉太りが 

 

湯梨浜町立東郷小学校 3 年生体験学習 

  

 

相手ならではの厳しい現実に、収穫の喜びと共に梨作りの厳し

さも体験した日でもありました。100 年以上にわたり、梨に対

する思いや技術により受け継がれてきた東郷梨。児童たちは体

験を通じて故郷の良さを再確認し、誇りを持ってたくましく成

長してくれることでしょう。「この梨、おばあちゃんに食べて

もらいたい。長生きして欲しいもん」きっと効果は絶大。だっ

て百年樹だもの！今後も梨生産者で作る「百年会」を中心に町

のシンボルとして大切に守っていきます。 

 

 

 

 

 

 

放課後の学習支援の取り組み 先生は 4 人 

■羽合小学校区、学校から歩いて 1５分の羽合西コミュニ

ティ施設内には、放課後の学習支援として誕生した「はわ

いっ子がんばり教室」があります。 

この教室は、羽合小学校内で募集をし抽選により教室へ入

った 2 年生 10 人と 3 年生 9 人が、週 2 回放課後学習の場

として通っています。5 人のグループに分かれた児童は、

がんばり教室の名前の通り、学校の宿題を終えると、教室

のドリルに取り掛かります。担当の先生へ持っていき、採

点と間違った問題の解説、時間になると 3 年生はローマ字

の勉強へ。時にはおどけて、子どもらしさを覗かせながら

も少しずつ学習習慣が身に付きつつあるようです。「先生

はこわいけど、家で勉強するよりも教室でやったほうが頑

張れるよ。家だとお菓子食べたりして怠けちゃうもん。」

「学校で問題が出ても簡単に解けるようになったよ。マル

がいっぱいだと嬉しい。」と笑顔で答えてくれました。 

教室で指導をされている４人は、長年にわたり教育の場で

活躍されたベテラン先生ばかり！”現職の頃とはまた違っ

た気持ちです。少人数ならではの、余裕をもった環境で子 

 

 

どもに接することができ、一人一人の性格や発達の特徴を理解し

ながら支援が出来るよう努力しています。子どもたちからパワー

をもらいながら、地域の役割として、教育の場で取り組みが出来る

ことを大変嬉しく思っています。“と K 先生。 

代表の田渕喜之さんは、I ターンにより湯梨浜町へ移住され６年。 

湯梨浜町観光ガイドの会や橋津歴史塾、団体活動にも積極的に参

加され地域の繋がりを大切に活動されています。 

声掛けから始まった放課後支援の取り組み、次代を創る子どもた

ちの学力アップのため、学校、家庭、地域の役割を明確にしながら

地区の公民館や施設等を有効活用するなど、放課後教育の支援の

輪をひろげていきたいと努力されています。 

 

■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 
ンは 10 月下旬まで楽しむことが出来ます。今年は天候にも 
恵まれ、今滝での運営を多く実施することができ、来場された 
お客様にも大変喜んでいただきました。国内外からの取材や、台湾、韓国、香港からの
ブロガー、九州、関西、四国からの旅行社のツアー、グループでのご旅行など、10 月
6 日現在で 600 人以上のお客様にお越しいただいております。本当にありがとうござ
いました。今後も、滝床プランを運営する湯梨浜町観光協会、シルバー人材センター、
レストラン吉華、会席佐藤のスタッフ一丸となって、心からのおもてなしに努力してま
いります。 
 
 

 

 

 

 
滝床御膳 滝床弁当 

レトロモダン弁当 

 

マラサダドーナツ 
＆コナコーヒー 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
■近年、まちの歴史や伝統文化、自然景観などを地域住民などが観光客等に案内・紹介する「観光ガイド」の活動が全国的に盛
んになっています。湯梨浜町でも、より多くの皆さまにまちの魅力を知っていただくため、平成 26 年より観光ガイド活動を展
開し、現在 19 名のメンバーが登録されています。平成 29 年度も、ガイドに携わる人材を育成するための養成講座（全 6 回）
を開講いたします。お客様へのおもてなしはもちろん、地域の良さを認識できるほか、交流の場も広がりますよ♪ 

 

養成講座では既存メンバーも含

めたガイドの更なる意識の向上

やスキルアップを目指し、毎年

内容を変更しながら実施してお

ります。難しく考えず、出来るこ

とから始めてみませんか。どう

ぞお気軽にお申込ください。 

 

 

★県内外からの観光ガイド依頼

をお待ちしております。 

[問合わせ･お申込] 

湯梨浜町観光ガイドの会 

（湯梨浜町観光協会） 

（0858）35-4052 

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

 

日　　時 プ　ロ　グ　ラ　ム

10月12日（木） 開講式　自己紹介、今後のスケジュール他

13:00～15:00 講演「ガイドのトークはつかみが勝負！加藤アプリに学ぶ お客様の

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ハートのつかみ方」

講師/加藤アプリ氏（吉本クリエーティブエージェンシー所属）

10月23日（月） 伝統行事を知ろう　

9:30～11:30 松崎名物「三八市（さんぱちいち）」を歩きながら歴史を学ぶ

講師/土井吉人氏（ガイドの会副会長/文化財保護委員）

10月31日（火） 東郷湖周辺の魅力勉強会　カニバス乗務の研修

13:30～15:30 出雲山～宮内集落～倭文神社（下車案内あり）

11月9日（木） 先進地事例研修　近隣ガイド団体を視察

終日 岡山県勝山市（町並み保存地区、武家屋敷館他）

岡山県久世町（旧遷喬尋常小学校）

11月21日（火） 中石美術館見学

13:30～15:00 解説/中石唯雄氏（湯梨浜町国信）

12月7日（木） 閉講式　研修「鳥取県無形文化財指定　浪人踊りを学ぶ」

16:30～17:30 講師/土井吉人氏（ガイドの会副会長/文化財保護委員）
6

1

2

3

4

5

 

日　　時 プ　ロ　グ　ラ　ム

10月12日（木） 開講式　自己紹介、今後のスケジュール他

13:30～15:00 講演「ガイドのトークはつかみが勝負！加藤アプリに学ぶ 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　お客様のハートのつかみ方」

講師/加藤アプリ氏（吉本クリエーティブエージェンシー所属）

10月23日（月） 伝統行事を知ろう　

9:30～11:30 松崎名物「三八市（さんぱちいち）」を歩きながら歴史を学ぶ

講師/土井吉人氏（ガイドの会副会長/文化財保護委員）

10月31日（火） 東郷湖周辺の魅力勉強会　カニバス乗務の研修

13:30～15:30 出雲山～宮内集落～倭文神社（下車案内あり）

11月9日（木） 先進地事例研修　近隣ガイド団体を視察

終日 岡山県真庭市（勝山町並み保存地区、武家屋敷館、旧遷喬尋常小学校）

11月21日（火） 中石美術館見学

13:30～15:00 解説/中石唯雄氏（湯梨浜町国信）

12月7日（木） 閉講式　研修「鳥取県無形文化財指定　浪人踊りを学ぶ」

16:30～17:30 講師/土井吉人氏（ガイドの会副会長/文化財保護委員）
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10 月の３と８のつく日に開催中 

 
今年も鬼嫁たちが 
騒ぎ出す！ 

三八市ってなに？ 
東郷湖の南東岸に位置する松崎地区は、古くは宿場町として栄え、商業も盛んで倉吉と鳥取
を結ぶ交通の要衝だったところです。江戸の頃、湖底から温泉が発見されると湯治場として
人気を集め、明治 37 年山陰本線が開通し、松崎駅が開設されると商店や問屋、温泉旅館な
ども軒を連ね、稲を掛けるための竹や、鍬などの農具、日用品や雑貨、野菜などを売買する
「八月市」が旧暦の３と８のつく日に開かれ、多くのお客様で賑わったそうです。 

9:00～12:00 ★雨天決行★10/3（火）、10/8（日）終了しました 

 
10/13（金） 
えほんのおうち 
手作り小物市 
つまみ食いストリート 
整体（らくだ整骨院） 
たみカフェ in 梅や 

10/18（水） 

手作り小物市 

つまみ食いストリート 

よっちゃんの 

抹茶カフェ in 梅や 

 

10/23（月） 

手作り小物市 

つまみ食いストリート 

海晴館 in 梅や 

 

10/28（土） 

手作り小物市 

つまみ食いストリート 

ワッフルカフェ in 梅や 

ぼうさい町たんけん 

ガラポン抽選会 

[場所] 松崎三八市通り 

[問合] 090-7779-6175（野口） 

★売切れ次第販売終了 

★都合によりイベントの変更あり 

 

 

杏饅天妃（アンマンテンキ） 

グルメで美味しいもの大好き。あま

りエサを与えないで下さい。みんな

まとめて食っちゃうぞ♪ 

桃天妃（モモテンキ） 

美味しいは街の元気♪ 

名物料理や創作料理であなたの胃袋

をワ･シ･ヅ･カ･ミ 

左から 

看尼天妃（ミニテンキ） 

足のつぼで全てお見通し。心も体

も癒してあげる♪ 

鬼名★募集中 

鬼嫁に吸い寄せられ、いつの間に

か一緒に居る新婚さん。只今鬼嫁

見習い中!! 

武汰天鬼（ブタテンキ） 

皆のためなら労を惜しまない。向

かうところ敵ナシ！言わずと知

れた切り込み隊長！ 

菩朱天鬼（ボステンキ） 

菩薩の心で惑わせる。顔で笑って

心は天鬼！プロジェクト代表の

頼れる存在。 

 

 

 

 
戦後は名称を変え、「松崎市」として 10 月の３と８のつく日に開催されました。後に３と８で表現したほうがわかりやすいとい
うことで「三八市」となりました。しかし、時代の流れと共に町の衰退、市の活気も低迷し中断していましたが、2010 年、地元
有志により三八市実行委員会が結成され、三八市が復活することになりました。 
ONIYOME ってなに？ 
子どもの頃、三八市が開かれる日には”今日は学校だけ、たいまんじゅう（たい焼き）買っといてよ“と家の人にお願いをしたあ
の味が忘れられない！と語るある女性がいらっしゃいます。その正体は・・・ONIYOME５のメンバー野口さん。赤や黒の瓦屋
根、間口が狭く中は開放的な造りの家屋など、伝統的な建物が残る昭和レトロな佇まい、そんな”松崎”を鬼が島にみたて、地域
において楽しく奮闘活動していく女性を増やし、活性化した地域社会を目指して「鬼嫁の里プロジェクト」が発足しました。
ONIYOME コンテスト、鬼が島イベントなどの体験事業を通じて一人一人が楽しく参加する場を広げ、おもてなしの心で地域で
の活躍を目指しておられます。ゆりはまウォーキングリゾート“昭和レトロと出逢う道コース”でもある松崎地区。 
ウォーカーも集い、笑顔がいっぱい！アットホームで楽しいイベントが盛りだくさん♪三八市へ、ONIYOME に会いに行こう。 
 
●開催日時● 

 

 

来てね～♪ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★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 
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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 
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湯「中石美術館 油絵展」 
約 45 年前から趣味で、鳥取県出身の画家の作品等、多く

の古美術品を収蔵し自宅の離れを改造して展示室を造

り、親しい人たちに観ていただいていましたが、ついに一

般公開することになりました。 
今後、より多くの皆さまに鑑賞していただき、また、地域

文化の拠点として、学生の皆さまにも社会教育の場を提

供していける美術館を目指してまいります。 

[開催]10 月 19 日（木）～22 日（日）4 日間 
[時間]10:00～16:00 
[入館料]無料 ※協力金をお願いしております。 
[展示作品] 
山枡行雄/福留章太/中井金三/長谷川富三郎/野村泰
資/谷田穎郎/米本一郎/嶋田和子/秋久正昭/生田静
美/岸信正義/田中重利/櫻井慶治/田村清輝/田中岑/
横井増治/青野馬左奈/太田孝/曲子光男/宮村長/山
口進/白尾健一/加藤金一郎/小林和作/村井正誠/小
倉啓三郎 

★湯梨浜町松崎出身の画家、森岡柳蔵（1878-1961） 

の作品展示決定！！ 

[会場]中石唯雄氏自宅（湯梨浜町国信 168-１） 

当日駐車場 国信集荷場他、案内係を配置します。 

[問合]湯梨浜町観光協会（0858）35-4052 
湯「愛らぶ東郷池」 
東郷湖の周りをサイクリングorウォーキングしながらポ

イント地点でスタンプラリー！しじみ汁や地元グルメの

おもてなしもあるよ。 

[開催]10 月 28 日（土）少雨決行 
[時間]受付 8:45～9:15 スタート 9:30 
   ※15:00 までにゴール（自由解散） 
[開会式会場]ハワイ夢広場(湯梨浜町南谷 567) 
[参加費]無料 先着 100 名様 
全ポイント回った人・クイズ全問正解者には抽選で湯梨

浜の素敵なグッズが当たります。この日は松崎名物三八

市！地域の人とふれあう賑わいマーケット、飲食コーナ

ーもあるよ～。 

[申込]湯梨浜町町民課 事前申込要 10/22（日）まで 

TEL(0858)35-5318  FAX(0858)35-3122 
E-mail/ychomin@yurihama.jp 
詳しくは下記 HP をご覧ください↓↓ 
http://www.yurihama.jp/soshiki/4/8413.html 
 
湯「中国庭園燕趙園 重陽節」 
重陽は、昔の祭日であった五節句の最後を締めくくる節

句で「菊の節句」と呼ばれています。中国ではこの日、自

分や家族の長寿と一族の繁栄を祈り、菊の花を愛で、菊茶

を飲んだりしたそうです。 

★11/3 日（金）芋煮会（ふるまい） 
11:30～/13:00～ なくなり次第終了 
★11/4（土）豊味園特製中華スープ（ふるまい） 
11:30～/13:00～ なくなり次第終了 
★11/5（日）和太鼓演奏（逢鷲太鼓連） 
11:00～/14:00～  
3 日間は、身も心もあたたまるホカホカ屋台も出るよ。 

●終日イベント● 
中国遊びに挑戦/ストラックアウト/燕趙園クイズ
ラリー/魚洗鍋に挑戦 
[入園料]大人 500 円/小中学生 200 円 
※団体割引等あり   
[会場･問合]中国庭園燕趙園 (0858)32-2180 
 
 
湯「第 8 回おはなしの会」 
 

トリパス 2017 
とっとり秋旅・冬旅パスポート 

 

■鳥取県内の観光案内所などを巡ってスタンプを集めると、抽選で

ペア宿泊券や特産品が当たるスタンプラリーや、トリパス提示で鳥

取県内の各施設（掲載店）で優待特典が受けられます。 

秋冬のスポット情報もあるので、バッグに 1 冊入れておくと旅の強

い味方になること間違いなし。使えるね、コレ♪ 

 

 

 

2017 年 10 月 1 日（日）～2018 年 3 月 31 日（土） 

秋旅周遊スタンプラリー 
2017 年 10 月 1 日（日）～11 月 30 日（木） 
ペア宿泊券（スタンプ 3 つで応募） 
選べるご当地プレゼント（スタンプ２つで応募） 

冬旅周遊スタンプラリー 
2017 年 12 月 1 日（金）～2018 年 2 月 28 日（水） 

ペア宿泊券（スタンプ 3 つで応募） 
選べるご当地プレゼント（スタンプ２つで応募） 

湯梨浜町の優待施設＆内容はコチラ 
千年亭/日帰り入浴大人 1,000 円→500 円 小人 500 円→250 円 

ゆの宿 彩香/売店商品 1 割引 

羽衣/日帰り入浴大人 600 円→500 円 小人 300 円→100 円 

山本みやげ店/お土産 1 割引(一部商品除)、黒豆茶無料サービス 

ハワイゆ～たうん/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/お会計 5％割引き 

国民宿舎水明荘/宿泊のお客様当日 1 回貸切風呂サービス(50 分間) 

湖泉閣養生館/日帰り入浴大人 800 円→500 円 小人 400 円→250 円 

ゆアシス東郷龍鳳閣/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/梨ソフトクリーム 50 円引き 

中国庭園燕趙園/入園料 2 割引 

中国土産處老龍頭売店/オリジナルソフトクリーム楊貴妃のささやき 

380 円→330 円 

 

 

 

           

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 忘年会･新年会は 
ココに決まり！ 

 

■幹事さん必見！この時期だけの特典がいっぱい、忘･新年会プラ

ンが出来ました。一年の労をねぎらいながら楽しいひと時を過ごし

ませんか。湖底から湯が湧くはわい温泉 

･東郷温泉に浸かって癒された後は、美 

味しいお料理に舌つづみ♪ 

日帰り OK、宿泊もお得なプランが目白 

押しですよ。さあ、急いで(*´ω｀*) 

[問合]はわい温泉･東郷温泉旅館組合 

  （0858）35-4052 
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