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English 日本語 

Hello. My name is Masayuki Yamashita, mayor of 

Izunokuni City. Since this is my first time to appear 

in our newly created YouTube Channel, what I am going 

to do now is to introduce our city.  

 

Izunokuni is located to the southwest of Tokyo, about 

130km(80.78miles)away from the center of Tokyo 

metropolitan area. 

It is in the most northern part of Izu Peninsula. 

We have mountains and plains with the population of 

approximately 47,000.  

Like other areas in Japan, we have four seasons, but 

it rarely snows in winter. 

It is not a big city, but you will find many historic 

sites and heritage in the Japanese history. 

Among them are the wooden image of Buddha, and four 

related sculptures designated as national treasures 

and reverberatory furnaces recognized as the world 

heritage. I will show you those later on. 

 

We also have beautiful natural environment where you 

can enjoy many kinds of outdoor activities. 

The city is famous for its strawberries and mini 

tomatoes produced in green houses, with other fruits 

and vegetables and rice being produced in the open 

field. 

We also have a lot of manufacturing industries, and 

many hotels and inns where you can enjoy hot spring. 

Finaly, I want to add that in our city you will find 

one of the largest hospitals in Shizuoka Prefecture 

and 2 high schools and 3 junior high schools. 

 

Now, I think you may have a rough idea about our city. 

Today, I’m  going to show you one of the most 

beautiful scenic viewpoints in our city. 

You must go to that point when you visit our city. 

 

（To be continued） 

こんにちは、伊豆の国市長の山下正行です。 

今回は、新しい Youtubeチャンネルの初出演

なので、まず自分のまちを紹介します。 

 

伊豆の国市は東京の南西に位置し、首都圏の

中心部から約 130キロメートル（80.78マイ

ル）離れています。伊豆の国市は、伊豆半島

の最北端にあります。山々に囲まれた平野

に、人口約 4万 7千人が住んでいます。日本

の他の地域と同様に四季がありますが、冬に

雪が降ることはめったにありません。大都市

ではありませんが、日本史を代表する多くの

歴史的史跡や遺産があります。その中には、

木製の仏像と 4つの関連する像があり、国宝

に指定されています。そして反射炉は世界遺

産に認定されています。それらは、また後ほ

どご紹介します。 

 

また伊豆の国市には、さまざまなアウトド

ア・アクティビティが楽しめる、美しい自然

環境があります。 

有名なイチゴとミニトマトは温室で栽培され

ますが、その他の果物や野菜、米は田畑で作

られています。 

市内には製造工場も多く、温泉が楽しめるホ

テルや旅館も数多くあります。 

最後に、伊豆の国市には、静岡県で最も大き

い病院の 1つと、2つの高等学校と 3つの中

学校があることを付け加えたいと思います。 

 

さて、あなたは今、私たちのまちについて、

大まかなイメージを持たれたことでしょう。

今日は、私たちのまちで最も美しい風光明媚

なポイントの 1つを紹介します。 

あなたが私たちのまちへ来たなら、あなたは

そこへ行くべきです。 

 

(つづく) 

※英文テキストの内容は、動画のセリフの内容と一部異なっている場合があります。ご了承ください。 
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