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English 日本語 

Hello. My name is Masayuki Yamashita, mayor of 

Izunokuni 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.  

 

It is Mt. Katsuragi with the altitude of 452 meters 

(1,482feet).  

It is a relatively low mountain, but what makes the 

mountain attractive to many tourists is the splendid 

view from the top of the mountain.  

You can walk up to the top of the mountain or you can 

take a cable car which carries you up to the top. 

Today we are going to take the easy way. 

Let’s go. 

 

(getting on a cable car) 

 

It takes about 8 minutes to reach the top.  

You can see our land down below, including agriculture 

fields and open areas, which is becoming smaller and 

smaller. 

You know, some people say they don’t like to be in 

a cable car, because it is shaky and they are scared. 

But to me, it is thrilling and exciting. Everytime I 

get on the cable car I feel excited. 

 

(getting off the cable car) 

 

 

Here we are at the top of the mountain.  

Now take a look at this magnificent view.  

Mt. Fuji is over there behind the clouds. We can also 

see the beautiful Suruga Bay down below. What a 

beautiful scenery. This is a small athletic field 

where children can enjoy.  

You can enjoy light meal, tea and coffee. You can 

also enjoy these drinks, this called Katsuragi 

Sunrise and… 

Very nice.    

 

こんにちは、伊豆の国市長の山下正行です。 

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。 

 

それは、標高 452メートル（1,482.94フィート）

の葛城山です。 

比較的低い山ですが、山頂から眺める格別の景色

は、多くの観光客を魅了します。 

頂上までは歩いて登るか、ロープウェーに乗れば

運んでもらえます。 

今日は簡単な方法をとります。 

では、行ってみましょう。 

 

（ロープウェーに乗る） 

 

頂上までは約 8分で到着します。 

眼下に、農園や私たちのまちが、どんどん小さく

なって、広がってゆくのを見ることができます。 

ロープウェーは揺れて怖いから乗るのが好きでは

ない人もいます。しかし、私にとっては、刺激的

で面白いです。 

毎回、私はロープウェーを楽しんでいます。 

 

 

 

（ロープウェーを降りる） 

 

葛城山の山頂に着きました。 

それでは、この壮大な景色を見てみましょう。 

富士山は雲の後ろの向こうに見えます。 

他にも、きれいな駿河湾が下に広がります。なん

て美しい景色でしょう。こちらは子どもたちが楽

しむことができる小さなアスレチック場です。 

皆さんはここで、軽食や紅茶やコーヒー、葛城サ

ンライズという飲み物などを楽しむことができま

す。 

とてもおいしいですね。 
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The color of this drink is just like the sunrise from 

the mountain of Izu Peninsula. It is how to describe… 

This is also very nice. Oh, this is fresh. All this 

drinks are very fresh and it is good for your tired 

body. 

At the top of the mountain, you can enjoy warm foot 

bath like this and you can also have a light meal 

with tea and coffee and this kind of drink as well.   

 

Today, it looks like this from where I am. 

Thank you very much for watching. 

If you like this content, please subscribe to this 

channel.  

この飲み物の色は、伊豆半島の山から見える日の

出のようですね。食レポしてみます…とてもおい

しいです。さっぱりしています。これらの飲み物

はどれもさっぱりしていて、疲れた身体にしみま

す。 

山頂では、このようにあたたかい足湯や、軽食、

紅茶やコーヒー、このような飲み物を楽しむこと

ができます。 

 

以上、こんな感じです。 

ご覧いただきありがとうございます。 

この内容が良かったら、チャンネル登録をお願い

します。 

※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。 


