
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 14 

 

ゆりはまにあ 
 

2023 年２月 25 日発行 

 

 

 

地域おこし協力隊は、何をするの？ 

◆令和 5 年 2 月現在、湯梨浜町には 7 名の地域おこし協力隊が着任し、それぞれの担当 

業務を通じて地域協力業務に携わっています。 

2 月 18 日（土）、隊員 7 名のうち 4 名を迎え、地域おこし協力隊の活動や今後の取組みに 

ついて語る会がハワイアロハホール研修室にて行われました。 

「地域おこし協力隊」とは、人口減少や高齢化の進行が著しい地域へ、都市地域から移住し 

て農業・漁業・地域ブランドや地域の魅力 PR・イベント運営など様々な活動を行いながら 

その地域へ移住・定住を図る取り組みで、2009 年総務省によって制度化されました。 

令和 3 年度に全国で活動した地域おこし協力隊は 6,015 名（受け入れ自治体数 1,085 団体） 

で、令和 6 年には 8,000 人に増やすという政府の目標が掲げられています。 

隊員を任命するのは各地方自治体で、活動内容や条件・待遇は募集自治体により様々で、 

任期はおおむね 1 年以上 3 年未満となっています。 

鳥取県青少年育成アドバイザー協議会の新（あたらし）事務局長の司会で始まった会は、途中話が横道 

に反れながらも((´∀｀))笑いあり、感動ありの和やかな雰囲気の中、隊員それぞれの自己紹介や移住の 

きっかけ、地元を離れてこそわかる故郷の良さ、今後の目標等を聞きました。 

 今後、皆様から広がる繋がりにも助けていただきながら、一緒にまちを盛り上げ、県外・海外から 

も多くの方で賑わう仕組みやまちづくりができるよう努めてまいりますので、皆様応援よろしく 

お願いいたします。  

 

 

湯梨浜町中央公民館羽合分館事業      

▲会場はアットホームな雰囲気♪ 
 

ゆりはまを愛すプロジェクト 

ゆりはまアイス 生産者さん 募集！  
◆ゆりはまを愛すプロジェクトは、平成 24 年から”愛す（アイス）“を 

キーワードに地元食材・素材を使用したご当地アイスの販売を通じて 

まちの魅力を発信し、PR を行ってきました。 

当初 7 種類でスタートしたアイスクリームは何度かリニューアルを行い 

現在 4 名の生産者で、いちご、ぶどう（ピオーネ）、ゆずはっさく、梨、メロン 

（クレオパトラメロン・アールスメロン）、梅などのフルーツ系や、さつまいも、 

かぼちゃなどのホクホク系、しじみやバジルチーズなどの変わり種系アイスなど 

16 種類で展開中です。 

ゆりはまを愛すプロジェクトでは、現在アイスクリームの生産者さん＆新作 

アイスを募集中です。 

➀アイスクリームに使用する素材が湯梨浜産であること 

②今後、町内外イベント等でアイスクリームを通じて一緒に PR 活動をしてくださる方 

詳しくはゆりはまを愛すプロジェクト事務局にお問合せください。 

<問い合わせ>ゆりはまを愛すプロジェクト（湯梨浜町観光協会）（0858）35-4052 

 

 

詳しくはゆりはまを愛すプロジェクト事務局にお問合せください。 

 

 

 

16 種類のオリジナルアイスが 
ラインナップ 

一緒に楽しく活動しましょう♪ 

 

  
田中 恭平（たなか きょうへい）さん 

東京都出身 I ターン/令和 3 年 11 月着任 

企画課を拠点/デジタル活用推進 日常的なスマホ活

用からちょっと高度なスマホ活用まで、気さくな彼に

相談すればいつの間にかスマホの達人に(‘Д’) 

インテリ系？時に笑いありでお笑い系？(^^) 

本田 早紀（ほんだ さき）さん 

湯梨浜町出身 U ターン/令和 4 年６月着任 

産業振興課を拠点/ワ―ケーション推進 

協力隊をまとめ、頼りになる姉御(‘◇’)ゞ 

地元を離れていた時間があるからこそ 

新しい視点でまちを見ることができます。 

 子育ても楽しむママ隊員です♪ 

   

  

 

太田 有香（おおた ゆか）さん 

三重県出身 I ターン/令和４年 10 月着任 

総合相談センターどれみを拠点/湯梨浜の魅力や 

協力隊の活動など SNS で情報発信中 

国際交流で日本文化も伝えたい！渋～い工芸品や 

 民藝品も大好き♪海外を知ったからこそ日本が 

 大好きな彼女です。 

 

 遠藤 龍（えんどう りゅう）さん 

神奈川県出身 I ターン/令和 4 年 10 月着任  

総合相談センターどれみを拠点/空き家利活用推進 

一見シャイな？彼ですが、英語・フランス語を話すと 

あら不思議！グローバルな一面が( *´艸｀)趣味の写真 

で湯梨浜専属カメラマンになる日は近い？！ 

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


  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

野花梅渓散策プラン  
<開催期間> 
３月４日（土） 
～3月 21日（火・祝） 

湯梨浜の春 花と景色と温泉と      

 ◆湯梨浜町野花（のきょう）地区には、風光明媚な東郷湖や遠く日本海を 

望むことができる「野花梅渓」があります。 

昭和 15 年～16 年頃 湯梨浜町野花の果樹園で発見されたもので、果実の収穫は６月 

初旬。大粒で肉厚、豊後系のなかでも高品質であることが特長です。 

この頃の青梅の大きさは３～４ｃｍあり、加工品によってはもっと大きく育ててから 

収穫するため 卵サイズの超大玉になるものもあるそうです。 

3 月上旬頃から可憐な淡いピンク色の花を咲かますが、湯梨浜町観光協会では花の時期 

に野花地区の梅農家さんとも協力し、平成 20 年 3 月より、「野花梅渓散策プラン」を 

企画しています。開花期だけの限定企画、個人の農園を散策できるプレミアム感を 

高台の梅林から望む美しい景色とセットでお楽しみください。 

 

 

 

 

 

 

 

<料金>お一人様 330 円 所要時間/約 1 時間 

※子ども料金はありません。お申込人数分のマップと梅加工品をお渡しします。 

★道の駅燕趙園集合→梅渓までスタッフが同行いたします。（ガイド付き） 

団体名・希望日時・参加人数・ご連絡先等をお電話か FAX にてお申込ください。    

折り返しご連絡差し上げます。トレッキングに適したコースもあります。 

ノルディックポールを使ったお花見ウォーキングなど公民館行事にも 

ご利用ください。その他お気軽にご相談ください。 

［申込・問合］湯梨浜町観光協会（0858）35－4052 /FAX（0858）35－4701 

 

 

 

<団体様用> 15 名様以上 梅渓散策マップ・梅加工品＋梅ドリンク＋観光ガイド 

 

 

 

 

<料金>お一人様 700 円  

（開園時間）9:00～17:00  

★中国雑技ショー毎日公演中 

（9:30/13:30/15:00） 

中国庭園燕趙園入園と中国 

グッズ＋梅渓散策マップ・ 

梅加工品のお得なセット 

プランです。 

チャイナドレスレンタルサービス（有料）もあります。 

［申込・問合］中国庭園燕趙園  

電話（0858）32-2180 FAX（0858）32-2185 

 

 

<料金>お一人様 700 円  

（営業時間）10:00～21:30 

※水着エリアは 21:00 まで 

ゆアシス東郷龍鳳閣中国風呂 

入浴とタオルレンタル無料 

＋梅渓散策マップ・梅加工品 

のお得なセットプランです。 

水着専用エリアには全長27mの 

ドラゴンスライダーやプール、露天風呂やサウナもあります。 

［申込・問合］ゆアシス東郷龍鳳閣  

電話（0858）32－2622 FAX（0858）32-2619 

 

②ゆアシス東郷龍鳳閣プラン  
 

 

 

  

 

 <個人様用>1 名様から OK ※10 名様以上の場合、各施設にご連絡いただくとスムーズです。 

➀②プランからお選びください。 

 

 

●お客様へ● 

※散策マップと野花梅渓の幟を目印に散策をお楽しみください。生産者が大切に育てている梅です。枝を折るなどの行為は慎

んでいただきますようお願いいたします。 

 

 

➀中国庭園燕趙園プラン 
 

 

 

周辺の見どころ 

 

 

 

※散策のみを希望される方は道の駅燕趙園へお出かけください（有料） 

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

 

 

 

 

<九品山大伝寺>道の駅燕趙園から徒歩８分 

開創は平安時代の万寿元年（1024）、ご本尊は阿弥陀如来と十一面観世音菩薩で、大和の当麻寺から 

中将姫と二十五菩薩を勧請してお祀りしております。その時、当麻寺の聖衆来迎練供養（九品山 

会式/くほんさんえしき）の儀式でお迎えし引き移したので、引地の地名が生まれたと伝えられて 

います。中将姫とは天平 19 年（747）藤原豊成の娘として平城京で生まれた女性で、生身のまま 

極楽へ往生したといわれ文楽や謡曲、歌舞伎などの題材となって今もなお語り継がれています。 

毎年旧暦の 3 月 14 日と 15 日には中将姫のお得を敬って九品囃子を奏でるなか聖衆来迎練会式（じょうじゅらいごうねりくよ

うえしき）（九品山会式）が行われます。★2023 年の九品山会式は 5/3・5/4 です。 

列車を見下ろす絶景ポイント（俯瞰撮影）道の駅燕趙園から徒歩 15 分 

列車愛好家にもいろいろなジャンルがあるようですが、鉄道の写真撮影はその 

中でも最も多く挑戦されているようです。こちらでは、普段の撮影では見えない 

列車の屋根部分なども撮影することができる俯瞰（ふかん）撮影スポット。 

山陰本線は京都駅から山陰地方を経由して山口県下関の幡生（はたぶ）駅まで 

の支線をのぞく 673.8km で（営業キロ）コナン列車やあめつち、スーパーおき、 

スーパーはくとなどを大迫力で撮影することができますよ。注※撮影時は 

メガネ、携帯その他が落ちないよう十分ご注意ください。ヾ(´༎  ຶ ╻༎  ຶ )ﾉﾞ 

松尾神社 古来より、農業、産業、家内安全の守護神、大自然の水を支配する神、果実の神、酒造りの神 

として崇拝され主祭神三柱と他八柱がお祀りされています。社伝によると鎌倉時代に京都松尾大社より荘園

の守護神として御神霊を勧請し、東郷池北西の布河村（現在の湯梨浜町光吉）に鎮座されていましたが、その後の洪水で社殿

が流出し、漂着した現在の地にお祀りされるようになったということです。哀愁漂う狛犬や、十二支が隠れた本殿の彫刻も 

人気です。 

 

 

 

 

 

 

▲伯耆三十三観音霊場 
第二十七番札所 

 ▲鎌倉時代中期から 
鎮座する松尾神社 

▲キハ 187 系 
スーパーおき 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲露天風呂の元祖幸助湯 

2/25現在        日帰り入浴情報 ◆温泉に入りたいけれど宿泊する時間がない方、 

宿泊した宿と違うお風呂や温泉を楽しみたい方、

お風呂だけの施設で気軽に楽しみたい方、知る人ぞ知るマニアックなお風呂に入ってみたいなど、「日帰り入浴」は多くの方

に支持され親しまれています。コロナ禍で入浴施設の日帰り入浴も制限されていますが、「せっかく湯梨浜町に来なっただけ

ぇ、温泉でも入っていきないな」という気持ちを込めて令和 5 年 2 月 25 日現在、一般のお客様が町内で利用できる入浴施設

をご紹介♪もちろん源泉かけ流しです。休館日等もありますので、各施設にお問合せください。 

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

 

  

はわい温泉 
東郷温泉 

 

 

<はわい温泉> 旅館の雰囲気を楽しみたい方はココ！！ 

千年亭（東伯郡湯梨浜町はわい温泉 4-62） 

（0858）35-3731  https://www.sennentei.net/ 

◆明治32年「日進館」で開業した千年亭は、風光明媚な東

郷湖畔に佇む温泉宿です。慶応 2 年（1866）千年亭の初代

当主 湯村幸助が東郷湖から自然湧出する温泉を見つけてか

ら浅津温泉（現在のはわい温泉）が発展したと言われてい

ます。東郷湖を一望できる抜群のロケーションが自慢♪ 

1 階には「内湯＆露天風呂」、２階には大浴場があります。 

 

▲カオナシが立っていそう～ 

（料金）大人/ 1,000 円 

小人（小学生以下）/500 円 

（時間）11:00～21:00（最終受付） 

貸切風呂/料金：1,650 円+通常料金 1,000 円 

(時間)11:30/13:00/14:00 貸切風呂は要予約 

タオルレンタルあり（有料） 

 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

<はわい温泉> 気軽に入浴したい方はココ！！ 

ハワイゆ～たうん（東伯郡湯梨浜町上浅津 204-2） 

（0858）35-4919  http://www.ryuhoukaku.jp/ 

 

 

 

（料金）大人/370 円 

小中学生/210 円 幼児/100 円 

（時間）９:00～21:00（最終受付） 

（休館日）第 4 木曜日 

※第 4 木曜日以外の木曜日は 17:00～営業の一番風呂 DAY） 

浴場内には石鹸のみ常設のため、シャンプー等が必要な

方は予めご準備されるか、施設でご購入ください。 

オリジナルタオル 1 枚 200 円で販売中 

 

 

◆ガラス張りの開放的な 

天井と広々とした浴槽で 

リラックス。気軽でリーズナブルが嬉しい♪ 

身体がほぐれた入浴後のマッサージ機やドリンクは最高！ 

 

 

<東郷温泉> 旅館の雰囲気を楽しみたい方はココ！！ 

湖泉閣 養生館（東伯郡湯梨浜町引地 144） 

（0858）32-0111 https://www.sennentei.net/ 

◆明治 5 年、小さな別荘から始まった養生館は、人々の疲れ

を癒す大衆浴場「養生の館」として親しまれ、明治 17 年に

旅館として生まれ変わりました。館内には東郷湖や中国庭

園を見渡せる展望大浴場、6 千坪の庭園内の緑に囲まれた露

天大浴場は開放感抜群！ 

 

 

  

（料金）大人/ 1,000 円小人（3 歳～小学生）/500 円 

（時間）16:00～19:30（最終受付） 

※土・日・祝日は 13:00～19:30 

※貸切風呂も利用可（要問合せ） 

▲庭園露天風呂（男湯）  ▲湖側からの養生館 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

国民宿舎水明荘（東伯郡湯梨浜町旭 132） 

（0858）32-0411 https://www.suimeiso.jp/ 

◆男湯は２階、女湯は４階にあり、ガラス張りの広々とし

た大浴場からは、湯船につかった状態でも東郷湖を眺める

ことができます。のんびり雄大な気分に浸る極上のひとと

きをお過ごしください。 

 

 

 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

<東郷温泉> 知る人ぞ知る！マニアックなお風呂  

寿湯（東伯郡湯梨浜町旭 404）0858-32-0039（理容シミズ） 

◆寿湯は JR 松崎駅から徒歩 1 分のところにあり、地元の方

に愛される共同浴場です。蛇口からジャバジャバと流れ出す

贅沢なお湯と深い浴槽は身体の芯まで温めてくれます。 

※シャンプー、ボディーソープ等の設置はありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

入館料金　

（全館利用）

水着エリア

+中国風呂

（中国風呂）

裸風呂

利用のみ

大人（高校生以上） 890円 370円

中人（中学生） 630円 320円

小人（3歳～小学生） 420円 260円

（料金）大人/ 550 円 小人/330 円 幼児 110 円 

（時間）10:30～13:00（最終受付） 

※70 歳以上 330 円（年齢の分かるものを提示） 

※玄関前に飲泉もあります。（無料） 

 

  

<東郷温泉> 気軽に入浴したい方はココ！！ 

ゆアシス東郷龍鳳閣（東伯郡湯梨浜町引地 560-7） 

（0858）32-2622  http://www.ryuhoukaku.jp/ 

 

 

 

 

◆サウナや露天風呂のある水着エリアや気軽に入れる中国風呂 

が人気です。キッズに嬉しい駄菓子コーナーも♪ 

 

（料金）大人/ 200 円 洗髪料+50 円 

    小人/100 円 洗髪料+30 円 

（時間）8:00～20:00 休第 1・3 月曜日 

 ( ﾟДﾟ)オモシロビックリな通路の先
には昔ながらの建物が現れます。 

https://www.sennentei.net/
http://www.ryuhoukaku.jp/
https://www.sennentei.net/
https://www.suimeiso.jp/
http://www.ryuhoukaku.jp/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中国雑技 ちょこっと体験講座 

◆1 月 24 日（火）中国雑技演技者である聶愛芝（にえ あいち）さんによる「中国雑技ちょこっと体験講座」が 

湯梨浜町中央公民館泊分館にて行われ、参加された 10 名は異文化の芸術に触れました。 

鳥取県と中国河北省は、共に「梨」の産地（中国河北省は中国特産のヤーリー梨の産地）であることが縁となり 

昭和 61 年（1986）友好県省を締結して以来、農業、学術の分野を中心に交流を行っています。 

平成 7 年（1995）には湯梨浜町引地に東郷湖を借景として取り込んだ中国庭園燕趙園 

が建設され、設計から素材の調達、加工まで中国で行われた本格的な中国庭園として多くの方に親し 

まれています。燕趙園でも行われている「中国雑技」ですが、全国でも中国雑技が観覧できる施設は   

           大変珍しく、観覧はもちろん実際に体験するとなればとても貴重な機会。           

参加者は聶愛芝さん指導のもと、中国ゴマや皿回しなどを順番に体験 

           しました。 

           順番に前に出て体験するとあって、緊張もひとしお。比較的簡単に楽し 

める中国ゴマに比べて皿回しはコツが必要で(*´з`)、勢い余って変な 

方向に飛んで行ってしまうお皿に会場が湧きました。本格的な中国雑技 

ショーは、中国庭園燕趙園で楽しむことができますので是非お出掛けくだ 

さい。（1 日 3 回公演/9：30～13：30～15：00～各約 25 分間） 

 

 

◆温泉むすめはもちろん、各地のキャラクター巡りが趣味で
すが、昨年から始めたのは「ソロキャンプ」。今までファミリ
ーでキャンプはありましたが、本格的なソロキャンは初めて
で、今まで料理はお嫁さん任せでしたが全部自分ひとりで考
えて最初は買い出しから調理まで結構大変だなと思いまし
た。慣れてくるともっとグルメな料理が味わいたくなって、
ネットでレシピをみながら何回か失敗してなんとか妥協しな
がらですが大自然を前に外で食べる料理がなんとも美味いこ
と！今シーズンも暖かくなったら色々行きたいと思ってま
す。（山口県） 
◆子連れ旅 YouTuber を初めて 2022 年で 47 都道府県を踏
破しました！これからはさらに各スポットのまだ見ぬ場所や
ディープなところを探っていきたいです！（東京都） 
◆毎晩寝る前に 3 分筋トレと休日のウォーキング頑張りまし
た。基礎代謝が上がり 5 キロ減しました     すご～いでしょ 
継続は力だわ❣️（湯梨浜町） 
◆初めてさつまいもを作りました。成果は焼き芋にして食べ
ました。美味しかったです（湯梨浜町） 
◆免許取ったこと（倉吉市）◆昨年は 18 の都府県 
に訪れることができました。12 月には初めて湯梨浜 
町のはわい温泉に訪問し、初牛骨ラーメンを食べ足湯に入り
ました。今年は東郷温泉の方にも行ってみたいと思います。
（大阪府）◆写真を撮るために、あちこち出向きフォト 
コンテストに応募し、入賞したことです(*^▽^*)毎年、鳥
取には行くので次は、はわい温泉や東郷湖での素敵な写真を
取りに出向きたいです！（大阪府） 

◆はわい東郷浮乃ちゃんの観光大使就任式からそのまま豊富

温泉のお披露目会に行ったことは非常に印象深いです。昨年

は温泉むすめを通じて湯梨浜町の方々と素敵なご縁を頂きま

した。今年もどうぞよろしくお願い申し上げます。（広島県）

◆夫の血圧が高いので減塩料理に頑張りました（湯梨浜町）

◆物が増えてきていたのでミニマリストを目指して断捨離を

頑張りました。売れるものもあったので頑張って売ったら数

万円にまでなりました（米子市） 

 
 
 
 

  

「ゆりはまにあ 新春お年玉プレゼント」 ご応募ありがとうございました 

ゆりはまにあ 1 月号新春お年玉プレゼントにご応募いただいた皆様、ありがとうございました( ᴗ̤.ᴗ̮̤人) ｱﾘｶﾞﾄｫ* 

クイズの正解は「トゴイチ」でした！締め切り後 正解者の中から厳正な抽選を行ない、賞品の発送を行いました。 

当選された皆様、おめでとうございます。そして、皆様からお寄せいただいた「頑張ったこと」「自慢」が面白い。 

なるほど！と思うこと、真似してみたいことなどがいっぱい♪今年はまだ始まったばかり、皆様も参考にして 

みてはいかがでしょうか。 

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

  

 

 

 

◆高齢になるにつれて「健康」の有難さを痛感します。これ以

上老化しないよう次の 2 点に努力しました。➀１日 30 分～

90 分ウォーキングする。②飲酒する機会を減らす 

（飲酒の感覚を日以上にする）ほぼ毎日実践したら 

定期的に行っている血液検査の結果は良好で特に 

善玉コレステロールの数値が向上しました。 

「継続は力なり」を実感しました。 

自慢もできそうです。（湯梨浜町） 

◆仕事を退職してから自転車を始めて昨年は「しまなみ海道」

サイクリングを楽しんでいます。これを続けていきたいです。 

（琴浦町）◆家庭菜園 各種サツマイモ８種類、美味しく出来

ました（兵庫県） 

◆両親の介護、子育ての両立、介護士の資格取得し自宅介護が

困難と言われるまで自宅介護し今年施設入所させた（大阪府） 

◆花作り・野菜作り 夏の暑い時でも 草取り頑張りました

（琴浦町）◆温泉むすめきっかけではわい温泉を 

知って宿泊したこと（岐阜県） 

◆転職のために理系から社会福祉士の専門学校に 

行き、国家試験を受け 2 回も落ちたが 3 度目の正直で 

晴れて合格したと！頑張った自分を褒めたい(笑)（兵庫県） 

◆卓球サークルに入って毎週かかさず参加した（琴浦町） 

◆昨年は病気入院をして主治医から「やせること、減塩の食事

にすること」を命じられたのでダイエットと食生活の改善に頑

張りました。病気前より 8 ㎏も痩せたのに誰にも気づいても

らえず、今年もさらに頑張ります。（湯梨浜町） 

◆こどもえんのねんちょうさんのわたしは、 

うんどうかいでひろうする“たけうま”と、 

せいかつはっぴょうかいでえんそうする 

“けんばんハーモニカ”を いえにかえってか 

らも もうとっくんしてできるようになっ

たよ。（湯梨浜町） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
<お知らせ> 3 月号、4 月号の観光協会月刊誌「ゆりはまにあ」は都合により休刊させていただき
ます。皆様にはご迷惑をお掛け致しますが、どうぞよろしくお願い致します。 

 

 

 

 


