
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Vol91 

２０１８年１２月１０日発行  

  

 

 

 

ＯＮＳＥＮ・ガストロノミーウォーキング 
in はわい温泉  ・東郷温泉 

 

  
      「ガストロノミーツーリズム」とは欧米で普及している旅スタイル

で、その土地を歩きながら「食」を楽しみ、自然や歴史、文化を知る旅のこと。

ここに日本が誇る「温泉」をプラスした体験が「ONSEN・ガストロノミーツー

リズム」です。この魅力あふれるイベントに、湯梨浜町にある“はわい温泉” “東

郷温泉”へ白羽の矢が立ち、11 月 18 日（日）鳥取県内初イベントとして

「ONSEN・ガストロノミーウォーキング湯梨浜町 はわい温泉 東郷温泉」が

開催されました。 

 

県内外より参加された 208 人が、東郷湖周辺に設置された 
県内外から 206 人の参加者があり、各自のペースで自然を感じながら約 9kｍにわたって東郷湖周辺をウォーキングしました。 

その途中途中には７ヶ所のガストロポイントが設けられており、湯梨浜ならではの「食」を楽しむことができます。 

町内ウォーキングイベントにてアルコールが提供されたのは初めての試みで、湯梨浜の地酒“山陰東郷”をはじめとする鳥取県中

部の日本酒・ワイン、野花梅酢ドリンク等のソフトドリンクも提供され、 

それぞれのお料理に合わせた飲み物を、セットで提供しました。 

オープニングは、湯梨浜町らしい歓迎レセプションとして、地元のフラダンス 

チーム「ローカヒ・カ・マカナ湯梨浜」によるフラダンス、東郷小・中学校・ 

成人男子有志による龍踊りが披露されました。乾杯の合図でスタートとなり、 

マイクロバス移動グループと遊覧船移動グループに分かれ、ウォーキングスター 

ト地点の「はわい温泉・東郷温泉観光案内所前」を目指します。 

 

 

 

 

 

遊覧船・マイクロバスまでを誘導、遊覧船ガイドを担
当した湯梨浜町観光ガイドの会 

 

酸味と軽くてソフトな渋みの北栄町  

産「北条ワイン赤」を堪能し、 

はわい温泉、東郷温泉を見下ろす絶景の下りコースを進みな

がら、東郷湖羽合臨海公園を目指しました。見晴らしの良い芝の公園では“お楽

しみポイント”として、湯梨浜町泊地区が発祥であるグラウンド・ゴルフの体験

をご用意。ホールポストに近づくボールを見守りながら「おしい！」などと、

大歓声が上がっていました。そしておもてなしは、とっとりウェルカニのベニ

ズワイガニをボイルで提供。なんと！嬉しいカニ味噌付きです。 

 

はわい温泉・ 

東郷温泉 

観光案内所前 東郷湖産 

おにしじみのお吸物&手作り 

いぎす&倉吉市地酒「元師」、 

ソフトドリンク 

 

はわい温泉・東郷温泉観光案内所前でのおもてなし 

には、「東郷湖産おにしじみのお吸物」と、いぎす 

草（海草）を使った郷土料理である「いぎす」鳥取県新酒鑑評会 県知事賞杜氏入魂の倉吉市の地酒

「元師」が提供されました。大鍋にどっさりと入ったヤマトシジミからは、しっかりとした旨みがあ

ふれ出し、塩のみのシンプルな味付けで味わう贅沢な逸品。「美味し～い！こんなお出汁は初めてで

す。磯の香り豊かないぎすも独特な食感がたまりません」と大絶賛でした。はわい温泉・東郷温泉の

PR をしたいと、旅館のご主人やおかみさん、高校生ボランティアも 

 

 

Café ipoo 貝殻フィッシュ 
バーガー＆三朝町地酒「三朝正

宗」、北条町産「北条ワイン白」、 
ソフトドリンク 

 

             一緒になりハッピ姿でおもてなしをしました。 

Café ippo でのおもてなしは、ハワイ語で”マヒマヒ”と呼ばれる地 

元産のシイラをフライにして貝殻模様のバンズで挟んだオリジナル 

の「貝殻フィッシュバーガー」三朝町地酒「三朝正宗」、北条町産 

「北条ワイン白」です。揚げたてフライのサクサク食感、ジューシ 

ーな魚の脂が口いっぱいに広がり、白ワインや三朝正宗にもぴったり♪ 

抜群なロケーションのなかで過ごした参加者が次に目指したのは出雲山展望台。 

その昔、伯耆国一ノ宮倭文神社の御祭神の一人である下照姫命が出雲を離れ、この高台から故郷

をしのび遠く出雲を望まれたことからこの名前がついています。    

 

 

こちらでは、おもてなしの他に”お楽しみポイント”にもなっており、下照姫命になった

つもりで、風光明媚な東郷湖に向かって叫ぶ「大声チャレンジ」も行われました。 

集音計の数字を確認しながら自由に参加できるスタイルで、参加賞には松崎名物「鬼嫁

せんべい」がプレゼントされました。「肉が食べたーーーーい！」「うぉーーーー！！」

「おかあちゃーん、いつもありがとぉ～」など、思い思いの言葉でストレス発散♪ 

大いに盛り上がりました。すぐ側のおもてなしテントでは、香ばしく食欲をそそる匂い

が(*´°`*)♪ 2017 年に開かれた「第 11 回全国和牛能力共進会」で肉質 1 位を獲得

した鳥取和牛を塩コショウで味付けしたものです。 

和牛の甘い脂を味わいながらサラッとした喉ごしの倉吉市の地酒「ひ此君」と、程よい 

 

 

   

 

出雲山展望台鳥取和牛串焼き＆倉吉市地酒

「ひ此君」、北条町産「北条ワイン赤」、 
ソフトドリンク  

 

 

東郷湖羽合臨海公園あやめ池公園 
とっとりウェルカニ（ベニズワイガニ） 
＆琴浦町地酒「鷹勇」、ソフトドリンク 

 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

湯梨浜町観光ガイド養成講座 ④⑤⑥ 平成 30 年度 終了 
 今年も、平成 30 年 12 月 15 日（土）から翌年 3 月 31 日（日）まで、鳥取と大阪を結ぶ「カニバス」が運行します。ガイドの

会ではバスの添乗業務を担当しており、①（往路）大阪発＝＝鳥取砂丘＝＝国民宿舎水明荘からガイド乗務・案内＝＝お客様の

宿泊旅館までお送り＝＝はわい温泉千年亭でガイド下車 ②（復路/前日宿泊のお客様）千年亭発＝＝ゆアシス東郷龍鳳閣＝＝国

民宿舎水明荘下車＝＝鳥取賀露港＝＝大阪 コースを同日乗務しております。 

湯梨浜で思い出に残る楽しい時間を過ごしていただけるよう、毎年カニバス特典もバージョンアップしており、今年度は少人数

から予約でき様々な体験ができるプランをご用意。自信をもってお客様へオススメできるよう４回目の養成講座は、ぱにーに湯

梨浜店の大家祐子さんを講師に、湯梨浜たいけんのうちのひとつ「パン作り」を行いました。 

 

 

 

 

「え？こんなにいただけるの？」と顔を見合わせ、鳥取県だけの酒造り好敵米”強力”等を使用し、辛口にこ

だわって造り続ける琴浦町の地酒「鷹勇」と共に、満面の笑みで山陰の冬の味覚を味わいました。 

ゴールまで約 3 キロ。湖畔から少し離れ、JR 松崎駅前通りの昭和レトロな街並みをウォーク。JR 松崎駅周

辺は、明治 37 年に山陰本線が延びて以来、商業も大変栄えたところで情緒あふれる 

街並みが残る旧宿場町の街道です。そんな東郷で明治の頃より老舗造り酒屋を営む 

福羅酒造でのおもてなしは、純米吟醸酒「山陰東郷」と、湯梨浜町泊地区で育った 

専門の小玉スイカを丸ごとたまりしょう油で漬け込んだ「とまり漬」です。 

さっぱりとした風味と食感の漬物、程よい香りで食中酒としても存在感のある湯梨浜 

の地酒や梅ドリンクを味わいながら、松崎（湯梨浜）の古き時代に思いを馳せるゆっ 

たりとした時間でもありました。 

 

 

 

 

 

 

福羅酒造 
湯梨浜町地酒「山陰東郷」、 

ソフトドリンク 

 

           福羅酒造を過ぎ、JR 松崎駅あたりまで進むと「松崎駅前多世代交流 

           センターゆるりん館」があります。平成 30 年 11 月 5 日にオープン 

           を迎えたばかりのこの施設は、肉・魚などの加工品、惣菜・乾物・ 

お菓子等の食品や、日常消耗品が購入できる買い物広場、お食事処、勉強会やセミナー、スポー 

ツ観戦もできる多目的ホール、ゆったりとした畳スペースとカラオケルームを完備した地域の交流 

の場、賑わいの拠点として活用できる施設です。 

こちらでのおもてなしは、鳥取中部発 B 級グルメの大人気「牛骨ラーメン」。読んで字のごとく牛骨 

でスープを取り、甘めでコクがありクセになる美味しさ。疲れた身体に熱いスープが染み渡り、良質の酒造好適米と大山の伏流

水から醸しだされた倉吉市の地酒「八潮」のキリリとした辛口のお酒で、げんきがリセットされたようでした。 

 

交流センターゆるりん館 
鳥取牛骨ラーメン＆倉吉市地酒

「八潮」 

 

 

東郷湖畔公園を抜け、東郷川沿いを上るとゴールの中国庭園燕趙園はすぐそこ。 

ついに・・・・ゴール！！ﾔｯﾀ━━(ఇ˃´⌔˂`ಣ)━━ｯ ෆᵎᵎ 

ゴール地点では最後のおもてなしとして、海に面した湯梨浜町の威勢の良い漁業

を思わせる漁師焼きスタイルで振舞われる「サザエのつぼ焼き」と、旬の「王秋梨」。 

そして、湯梨浜町内で運営するマルシェの出店もありました。 

ゴール後は、中国庭園燕趙園内を散策したり、温泉入浴で疲れを癒すのもよし。 

9km を完歩した達成感と共に、参加者それぞれに、湯梨浜の旬味と歴史・文化・ 

温泉を心ゆくまで堪能していただきました。 

平成２５年夏、「東郷湖を巡るコース」が全国で第一号の「全日本ノルディック・ 

ウォーク連盟公認コース」として認定されてから５年。 

町内でも様々なウォーキングイベントが開催されており、年々ウォーキング人口 

も増加しています。 

ウォーキングを健康づくりのみと捉えず、景色を眺めながら旬菜楽しむような企

画が今後も続いて欲しいですね。 
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11/８（木）養成講座④ ゆりはま体験をしよう/パン作りと

倭文神社ガイドテキスト読み合わせ 

◆ぱにーに湯梨浜店の２階スペースに集合し、エプロンと三

角巾に着替えて準備完了♪「似合う～！」「料理人みたい」「新

妻みたいでかわいい」など、見慣れないエプロン姿のお披露目

にまず盛り上がる参加者たち。パン作りはここが最初のお楽 

しみポイントでもあるのです。予め準備し 

ていただいた生地を形成し、メロンパン・ウ 

インナーの惣菜パン・クリームパンを作り 

ます。生地を伸ばしたり包んだり。同じ説明 

を受けても仕上がりは十人十色。 

斬新な仕上がりに、講師の先生 

もびっくりでした(◍´ꇴ`◍) 

焼き時間の 1 時間は、ガイ 

ド依頼の一番多い伯耆国一 

ノ宮倭文神社案内テキスト 

の読み合わせをしました。 

お客様が、楽しい思い出と 

なるようしっかりとオスス 

メしたいと思います。    

  

 

  

11/13（火）養成講座⑤ ゆりはまの自然を知ろう/東郷川の

サケ観察会◆講師には、湯梨浜町や鳥取県中部ではおなじみ 

通称”漁師のおっちゃん”こと中前雄一郎さん。中前さんはガ

イドの会メンバーでもあり、東郷湖・天神川サケの飼育放流

プロジェクトの代表でもあります。ガイド養成講座において

も近年では、歴史・文化だけでなく東郷湖の魚・野鳥など、自

然分野の研修も行っています。中央公民館室内で基礎知識を

学んだあと、皆で裏の東郷川へ。「いる！！！」「あそこにい

る！」見ると、傷だらけの体で逆流する川を必死に泳いでい

く雄のサケの姿がありました。川で生まれ、海に出て、長い旅

を経た後、再び生まれた川へ産卵のためだけに帰ってくるの

です。その期間はなんと４年。「頑張れ!もう少し」ついに雄サ

ケは、プロジェクトや地域の学生たちも声を上げて完成した

「魚道」を越えていきました。見守る私達も、つい力が入って

しまいます。産卵場所に着いてからも壮絶なバトルが繰り広 

げられた末、ペアになった 2 匹は産 

卵床を作り、産卵・放精し、やがて 

息絶えていくのです。こうしてまた 

新しい命が産まれていくことに、切 

なさと感動で心が揺さぶられました。 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12/6（木）養成講座⑥ 観光協会主催「観光客もてなし向上研修」との合同研修 

◆10 月 11 日からスタートした湯梨浜町観光ガイド養成講座も最終回となりました。この日の研修は、はわい温泉・東郷温泉の

各旅館等にも呼びかけ、観光協会主催「観光客もてなし向上研修」との合同開催といたしました。 

講師には、第 1 回目の研修でもお世話になった町産業振興課 課長補佐の宮川紳さん。「湯梨浜町の地味にスゴイ注目スポット」

をテーマに、町マイクロバスにて町内を巡りました。 

 

 

 

 

 

  

新しくオープンした松崎のゆるりん館、細すぎる通路から入る寿湯、湯梨浜の特産物や加

工品・魚介やオリジナルスイーツが楽しめるだけでなく、丘の上からの眺望が素晴らしい

道の駅はわい、迫力満点の断崖絶壁や遠く水平線を見渡すことができる泊海岸、360 度の 

大パノラマが楽しめるハワイ風土記館、日本海海運の拠点 

として多くの船が出入りし、活気のある港であったことを 

想像しながらタイムスリップできる橋津藩倉など。 

一般的に知られている場所だけでなく、少し見方を変える 

だけで今まで感じたことのない魅力いっぱいの湯梨浜町を 

発見することができました。 

今後、お客様との会話の幅もグーンと広がりそうです。 

 

 

講師の宮川さん 
泊・東郷を走る

電車のこぼれ話
が大好評！ 
 

 
今回の企画が好評であったため、町を PR するプロフェッナルになれるよう定期的に開催する

ことも検討していきたいと思います。 

研修後は、湯梨浜町観光ガイド養成講座⑥閉講式を行いました。ガイドの会田渕会長より修了

書が授与され、湯梨浜町観光ガイドとして新たなスタートを切りました。 

メンバー一人一人の個性を活かしながら素敵な旅のお手伝いができるよう努めてまいります。 

今後とも湯梨浜町観光ガイドの会をよろしくお願いいたします。 

[湯梨浜町観光ガイドの会事務局（湯梨浜町観光協会）]（0858）35－4052 

 

 

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

 

物を所有することだけに満足するのではなく、それだけでは得られない体験や、人との関わりやサ

ービス・思い出等に価値を見出すことを「コト消費」といい、今注目を集めています。そんな「コ

ト消費」ができる”湯梨浜たいけん“のパンフレットを作りました。”体験プラン”で心を満たして、

買い物、宿泊、飲食を楽しむきっかけになれば良いな♪体験希望の方は、各店舗へご予約をお願い 

いたします。 

 

湯梨浜町観光協会/湯梨浜たいけんしよう♪ 
 

湯梨浜町観光協会/湯梨浜たいけんしよう♪ 
 

  

あんなコト、こんなコト♪少人数から団体までみんなで楽しもう 
 

3 月上旬～6 月中旬 品種/とっておき・あきひめ 

体験料/大人 2,000 円 小人 1,000 円 

◆場所/小林農園（湯梨浜町原 1074－1）（0858）34－2064 

 

●季節に応じてやってます編● 
 いちご狩り  

 

梨狩り 
 

８月上旬(二十世紀梨～9 月下旬頃)～11 月下旬(9 月～新興梨） 

体験料/大人 850 円 小人 750 円 園児 550 円 

◆場所/波関園（湯梨浜町別所 818－7）（0858）32－1821 

 

●通年やってます編● 
 

5 月～1０月の毎週日曜日、期間中、日曜日以外のご希望は応相談 

体験料/サップクルージング 4,000 円 、レイクチューバー大人 700 円 小人 500 円 親子ペア 1,000 円 

ウォーターリング 1,300 円、 カヌー大人 1,000 円 子ども 800 円 

◆場所/café ippo テラス奥（湯梨浜町南谷 573）遊ビバ！代表 中江吉光（0858）35－6161 café ippo まで 

 

東郷湖レイクアクティブ 
 

アイシングクッキー体験 
 体験料/大人 1,000 円ドリンクバー付 

 
レイクビューヨガ体験 
 

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

＊ 

ハーバリウム教室 体験料/1,000 円 

 
 

体験料/大人 2,000 円 

◆場所/café ippo（湯梨浜町南谷 573） 

（0858）35－6161 

 

レジンでアクセサリー作り教室 体験料/1,000 円 

 
 

ボタニカルキャンドル教室 体験料/2,500円  

 
 

パン作りとアロマワックスサシェ作り 
 

※アロマワックスサシェ 1,000 円も出来ます。 

 

体験料/基本セット（3 種のパン）2,000 円  

    追加パン(3 種)500 円 

◆場所/ぱにーに湯梨浜店（湯梨浜町旭 27） 

  （0858）24－4722 

 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

ミニ畳作り 体験料/1,000 円 

◆場所/伊藤畳店（湯梨浜町松崎 363） 

（0858）32－1269 

 
 

手縫い巾着袋作り体験 体験料/500 円 

◆場所/手づくり和小物 中むら（湯梨浜町旭 122） 

090-4802－8659 

 
 

竹灯籠づくり体験 体験料/2,000 円～ 

竹箸づくり体験 体験料/2,000 円 

◆場所/竹灯籠工房（湯梨浜町引地 563－1） 

道の駅燕趙園隣 080-8240－9893 

 
 

ハーブでリース作り体験 体験料/800円デザート付 

◆場所/樋口農園（湯梨浜町はわい長瀬） 

（0858）48－5101 

 
 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加藤アプリさんの農業や町
内外での活動の様子が更新 

されるブログとツイッターはコチラ↓↓ 
https://twitter.com/bat_ten23 

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

   

★湯梨浜町出身歌手谷本耕治さん 全国で活動中！ 
スケジュールや近況、温かく人情味溢れる 
耕ちゃんのブログ「人生相場」は要チェックだよ♪ 
みんなで谷本耕治さんを応援しよう。 
「桜散る/人生相場」 絶賛発売中！！ 
https://ameblo.jp/koji-tanimoto/  
(問合) タニテツプロ合同会社 TEL/FAX 03-3361-3455 
 

湯梨浜町 PR 大使 谷本耕治 

 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

農業で住みます芸人 in 湯梨浜 
加藤アプリ 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

クリスマス花火観賞 2018 
 

クリスマス花火観賞 2018 
 

 

■はわい温泉の冬の風物詩となりました大好評企画 

“クリスマス花火”。澄みきった夜空に輝く花火は 

湖面を神秘的に照らし、クリスマスムード満点♪ 

他では見られない “クリスマスツリー”や、”ハイビスカス”などハ

ワイらしい花火は必見ですよ。 

[期間]2018 年 12 月 22 日（土）・23 日（日）2 日間限定 

[時間]20:15～20:30  荒天中止 

[会場]浅津公園（東郷湖羽合臨海公園内） 

※19:30～20:30 まで打ち上げ場所付近は立入禁止となります

のでご注意下さい。当日、東郷温泉に宿泊のお客様を対象にはわ

い温泉広場までの無料送迎バスを運行します。申込・詳細はお宿

へお問合せ下さい。 

[問合]はわい温泉・東郷温泉旅館組合 

（0858）35-4052 http://www.hawai-togo.jp/ 

★2 日間限定★はわい温泉・東郷温泉に宿泊されたお子さまに 

サンタさんからクリスマスプレゼントがあります。（チェックイ

ン時に引換券を配布します） 

19：30～20：45 の間に、はわい温泉・東郷温泉観光案内所に集

合！案内所スタッフによるギター＆ウクレレ演奏でクリスマス

を盛り上げちゃいます♪皆さん、遊びに来てね。 

  
 

 

中国庭園燕趙園クリスマスイルミネーション 

 上昇輝龍 
 

[期間]2018 年 12 月 15 日（土）・16 日（日）・22 日（土） 

23 日（日）・24 日（月・祝）５日間限定 

[時間]夜の部 17:00～21:00  昼の開園は 17：00 まで 

[入園料]大人 500 円 小人 200 円 

[会場・問合]中国庭園燕趙園(0858)32-2180 

★昼間のイベント★ 

12 月 15 日（土）・16 日（日）クリスマスリース作り 

10:00～12:00/13:00～15:00 参加料 100 円 

中国雑技ショー毎日開催 

9:30～ 13:30～ 15:30～（1 日 3 回） 

★道の駅燕趙園★12 月 22 日（土）～24 日（月・祝） 

飲食コーナー利用でプチロールケーキプレゼント 

 

■皇帝の象徴でもある「龍」を 

テーマに約 3 万球のホワイトイルミ

ネーションが中国庭園を彩ります。 

5 日間は、18:00～ぽかぽかスープのふるまい＆夜の宝さ 

がしもありますよ。 

昼間とはまた違ったロマン 

テックな庭園をぜひお楽し

みください。 

あやめ池公園イルミネーシ

ョン写真提示で、入園料が

なんと 2 割引になります。 

     

 

 

あやめ池ウィンターイルミネーション 
 

 

■6 万 5 千球の LED を使用し、鯉・白鳥・ 

あやめの花をモチーフにした 

オブジェなど、静寂に包まれ 

る中で、水面に映る幻想的な 

光はまさに癒しそのもの。 

地元ファンも多いあやめ池へ 

ぜひお出掛けください。 

あやめ池イルミネーション 

写真を撮って、燕趙園へ入園 

すると 2 割引になります♪ 

（12/1～1/3 期間） 

 

2018 
 

[ライトアップ期間]2018 年 12 月 1 日（土） 

～2019 年 1 月 3 日（木） 

[料金]無料/無料駐車場あり 

[会場]あやめ池公園（湯梨浜町藤津） 

[問合]東郷湖羽合臨海公園あやめ池スポーツセンター

(0858)32-2189 

★公園内には池があります。小さいお子さまをお連れの

方は、必ず保護者の方が手を引いて散策していただきま

すようお願いいたします。 

  

 

 

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

[ゆアシス東郷龍鳳閣]新春あがりビンゴ大会 

★1/1 14:00～有料入館者（入浴・売店）を対象に地元特産品が

当たるビンゴ大会を開催。12/31、1/1 10:00～14:00 ゆとろぎ

スペースにて飲茶レストラン OPEN ※2 日間はゆとろぎ休み 

★1/1～1/3 までの 3 日間は、次回から使える入浴特別割引券を

進呈します。空クジなしの抽選もありますよ。 

TEL（0858）32－2622 

[ハワイゆ～たうん]新春お年玉抽選会 

★1/1～1/3 までの 3 日間、お風呂を利用されたお客様を対象

に、干支の置物やゆ～たうんオリジナルタオルなどが当たるお年

玉抽選会を開催します。TEL（0858）35－4919 

 

  
2019 お正月イベント 

 
 

[中国庭園燕趙園]中国楽器「二胡」演奏会 

★1/1～1/3 までの 3 日間（10:30～/14:00～）二胡奏者 李

英姿（リ エイシ）さんによる中国楽器「二胡」の演奏会を開

催します。3 日間は、10:00～中華スープのふるまいあり。 

TEL（0858）32－2180 

[道の駅燕趙園]お正月のふるまい。ガラポン抽選会 

★1/1 11:00～かに汁ふるまい 

★1/2 11:00～もちつき大会＆ぜんざいふるまい  

★1/3 11:00～餅花づくり 

3 日間は、お買い上げ 1,000 円につき 1 回ガラポン抽選。 

福袋も販売します♪ TEL（0858）32－2184 

 

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

