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タイトル  市長YouTubeチャンネル Mayor MASA の配信について 

担 当 課 
企画財政部 協働まちづくり課 担当：夏目 

（電話：055-948-1412 内線：2321） 

【概要】 

このたび、伊豆の国市長の公式 YouTube チャンネル Mayor MASA の配信について、正式リリー

スいたします。YouTube は、伊豆の国市を世界に向けてプロモーションできる SNS であるため、

市長の海外経験と英語力をいかし、全編英語のコンテンツを作成しました。８月より順次配信を

開始し、現在７種類を配信中。動画の長さは各３分程度で、市の魅力を凝縮して紹介しています。 

 

【配信中のコンテンツ】 

#0 The Beginnig はじまり …市の概要を説明。市長 YouTubeチャンネルはここから。 

#1 Mt.Katsuragi 葛城山 …ロープウェーで標高 452ｍの山頂へ。伊豆の景色を一望。 

#2 Mt.Fuji 富士山 …伊豆の国市から眺めた四季折々の富士山を紹介。 

#3 Ashiyu 足湯 …服を着たままで気軽に入れる温泉「足湯」を紹介。 

#4 Samurai&Katchu …侍と甲冑 …日本の「サムライ」と伝統的な防具「カッチュウ」を紹介。 

#5 Satoyama landscape …里山・浮橋 …深い森と美しい自然に囲まれた浮橋地区を紹介。 

#6 Ganjojuin Temple 1 …願成就院・前編 …国宝の運慶仏を所蔵する伊豆の国の名刹を紹介。 

 

【今後の配信予定】 

今年度は、月２回のペースでコンテンツ配信を行う予定です。近日配信予定のコンテンツは、

「狩野川」「韮山反射炉」「サイクリング」「都市交流」など。視聴者のニーズに応じて、順次内

容を改良しながら配信していきます。来年度の配信計画は未定（今年度の登録者数・視聴回数に

よる）。 

 

【英語教材としての活用】 

 伊豆の国市長 YouTubeチャンネル Mayor MASAは全編英語ですが、伊豆の国市ホームページか

ら、英語のセリフと日本語訳を併記した「和訳テキスト」（別紙参照）をダウンロードすること

ができます。外国人に対して、伊豆の国市の名所を英語で紹介したいときや、英語の勉強をした

いときなどに、動画と合わせて英語教材としてご活用いただけます。 

 

詳しくは、１分間のＰＲ動画をご覧ください。 
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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。 

伊豆の国市長 YouTube  Mayor MASA 

#0_The Beginning  はじまり 
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English 日本語 

Hello. This is Masayuki Yamashita, Mayor of 

Izunokuni City. 

This time, I would like to introduce Mt. Fuji seen 

from Izunokuni City. 

What are the things which come to your mind about 

Japan? 

Samurai, sushi, geisha, animation, sumou-wrestling, 

cherry blossoms, shinkansen bullet trains... 

There are many, are’nt there? But the one that 

comes to almost everybody’s mind is probably Mt. 

Fuji. 

 

Mt. Fuji is a volcano with the altitude of 3,776 

meters (12,388feet) and is the highest mountain in 

Japan. It seems fair to say that it is a symbol of 

Japan with its graceful appearance. 

 

There is a Japanese phrase that is "Mt. Fuji is 

something to imagine seen from far away". 

The distance from Izunokuni City to Mt. Fuji is 40 

kilometers (24.85miles) in a straight line, which 

is about a little less than 2 hours drive from the 

city.  

You may like to travel to Mt. Fuji, but another way 

of enjoying Mt.Fuji is to view the symmetrical 

Mt.Fuji from a hotel or an inn in Izunokuni. 

Also, there may be different types of Mt.Fuji 

depending on the seasons and the city’s different 

landscapes which come with Mt.Fuji. 

For example, you can enjoy viewing Mt. Fuji together 

with the famous historic monuments, the upside down 

Mt. Fuji reflected in the rice fields or the Kano 

River, and so on. 

 

Why don't you come to Izunokuni City and find your 

own Mt. Fuji? 

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. 

 

こんにちは、伊豆の国市長の山下正行です。 

今回は、伊豆の国市から見た富士山を紹介します。 

あなたは、日本といえば、まず何を思い浮かべますか？ 

サムライ、寿司、芸者、アニメーション、相撲、桜、新幹

線… 

たくさんありますね。でも、多くの皆さんが思い浮かべる

のは富士山です。 

 

富士山は、標高 3,776メートル（12,388フィート）の活火

山で、日本最高峰の山です。その優美な風貌は、日本の象

徴と言っても過言ではありません。 

 

「富士山は、遠くにありて思うもの」という日本の言葉が

あります。 

伊豆の国市から富士山までの距離は、直線距離で４０キロ

メートル（２４．８５マイル）で、車で 2時間弱です。 

富士山への旅行もお勧めですが、伊豆の国市のホテルや旅

館から、対称的な富士山を眺めるのも富士山の楽しみ方で

す。 

伊豆の国市では、四季折々にさまざまな種類の富士山を随

所から楽しめます。 

例えば、歴史的な建造物と一緒に富士山を眺めたり、田ん

ぼや狩野川に映る逆さ富士などを楽しむことができます。 

 

あなたも伊豆の国市へ来て、自分だけの富士山を見つけて

みませんか。 

以上、今回、私からはこんな感じです。 

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。 

伊豆の国市長 YouTube  Mayor MASA 

#2_Mt.Fuji  富士山 
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English 日本語 

Hello. This is Masayuki Yamashita, mayor of 

Izunokuni City.  

This time, I would like to introduce footbath 

“ashiyu” in Izunokuni City. 

There are various hot springs with different 

qualities of water in Japan, and  many “hot spring 

towns and villages” all over Japan. 

Since ancient times, Izunokuni City has been dotted 

with hot springs such as “Izu Nagaoka Onsen”, 

“Kona Onsen”, “Nirayama Onsen” and you can 

find“Ohito Onsen”, and has prospered as a “hot 

spring town” where people can refresh their minds 

and bodies. 

In Japan, when we get into a hot spring, we usually 

do it naked, but there is another way to enjoy a 

hot spring rather easily. 

That is an “ashiyu” using a hot spring water. 

 

As you can see, all you have to do is soak your feet 

in hot water. It’s hard to get dizzy. 

Although only your feet are soaked, the thick blood 

vessels in the feet can keep the whole body warm. 

The ashiyu before bedtime is good for your sleep, 

improving your health and helping you recover from 

fatigue. In Izunokuni City, there are many ashiyu 

areas, such as Izu Nagaoka Onsen’s “Hime no 

Ashiyu”,“Yu lux Park” , “Kona Yumoto Park”; 

“Deai no Yu” at Komatsuya Hachinobo Ryokan; and 

“Golden Hot Spring”at Ohito Onsen just in front 

of Izuhakone Ohito station.  

You will also find an ashiyu at the summit of 

Mt.Katsuragi. 

If you go around some of these ashiyu facilities 

and get soaked, you will surely be able to get 

refreshed from your tiredness and improve your 

health. Why don’t you come to Izunokuni City and 

experience the ashiyu? 

 

Thank you very much for watching. 

If you like this content, please subscribe to this 

channel. 

こんにちは、伊豆の国市長の山下正行です。 

今回は、伊豆の国市内にある、足湯を紹介します。 

日本には、地中からお湯が湧き出す源泉があり、そのお湯

を用いた入浴施設やそれらが集まった「温泉街」や「温泉

郷」が数多くあります。 

伊豆の国市にも古くから、「伊豆長岡温泉」「古奈温泉」

「韮山温泉」「大仁温泉」などの源泉が点在し、人々が心

身をリフレッシュする「温泉街」として栄えてきました。 

日本では通常、温泉に入るときは裸で入浴しますが、もっ

と簡単な方法で温泉を楽しむことができます。 

それは、温泉をつかった「足湯」です。 

 

足湯とは、ご覧のように、足をお湯につけるだけです。足

湯はのぼせにくいです。足をつけるだけですが、足の太い

血管から、全身を温めることができます。就寝前の足湯は

睡眠傾向を高めるなど、健康増進や疲労回復に効果がある

と言われています。 

現在、伊豆の国市内には、伊豆長岡温泉の「姫のあし

湯」、「湯らっくす公園」、「古奈湯元公園」、小松家八

の坊旅館の「出逢湯」、また伊豆箱根鉄道大仁駅前ロータ

リー前には大仁温泉の「黄金の湯」など、多くの場所に足

湯があります。 

他にも、葛城山の山頂にも「足湯」があります。 

これらの足湯をいくつかまわって浸かってみれば、あなた

の疲れもきっとリフレッシュして、健康増進できると思い

ますよ。あなたも伊豆の国市へ来て、足湯を体験してみま

せんか。 

 

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。 
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English 日本語 

Hello. This is Masayuki Yamashita, mayor of Izunokuni 

City.  

Do you know Japanese“samurai”? 

Samurai is the group of officials in the history of Japan 

from medieval times to the end of the Tokugawa shogunate. 

They were lifetime warriors who swore loyalty to their 

lords.  

They are similar to knights in the West who pledged 

allegiance to God and the monarch. 

 

Samurai always carried a Japanese sword with them and 

brushed up their martial arts skill so that they were 

well prepared to protect their lords from enemies. 

In the Edo period, people other than samurai were 

prohibited from carrying swords. 

Now, nobody is allowed to possess swords without a special 

permission. 

Samurai wore traditional armor called “katchu”during 

battles. 

 

A katchu mainly consists of an armor that protects the 

torso, and a helmet that protects the head. The Japanese 

samurai katchu is highly decorative for a battle armor, 

and in modern times, it is an admirable antique. 

 

Japanese children generally love samurai. 

They sometimes enjoy imitating Samurai by making their 

own katchu from cardboard, and decorating it in their own 

way.  

What you see now is a contest in Izunokuni City the other 

day，where children showed their own handmade katchu. 

They enjoyed getting dressed up and marching along a 

street. 

In Japan, work kits that enable you to easily make an 

armor from cardboard are on sale. 

Why don’t you come to Izunokuni City, where the  

Japanese Samurai Era started off. 

 

Thank you for watching. If you like this content, please 

subscribe to this channel. 

こんにちは、伊豆の国市長の山下正行です。 

皆さんは、日本の「サムライ」をご存じですか？ 

サムライは、日本の歴史の中の、中世にから江戸時代

末期にかけての役人の身分です。 

サムライは、一生主君に従う戦士でした。 

西洋における、神や君主に忠誠を誓う騎士によく似て

います。 

 

サムライは、外敵から主君を守り、戦うことができる

ように、日頃から日本刀を携帯し、武芸の腕をみがい

ていました。 

江戸時代には、サムライ以外の身分の人は、日本刀を

携帯することが禁じられていました。現代は、刀剣類

を許可なく所持することを法律で禁じられています。 

サムライは、戦闘の際には、「カッチュウ」と呼ばれる

伝統的な防具を身につけていました。 

 

カッチュウは主に、胴体を守る鎧と、頭部を守る兜か

ら構成されています。日本のサムライのカッチュウ

は、戦闘用の防具としては、装飾性が高く、現代でも

立派な骨董品とされています。 

 

日本の子どもたちはサムライが好きです。 

彼らは、サムライのカッチュウをまねて、段ボールで

自分自身のカッチュウを作り、かっこよく装飾して遊

ぶことがあります。 

今あなたがご覧になっているのは、先日、伊豆の国市

で開催された、子どもたちの手作りカッチュウのコン

テストの様子で、それぞれのカッチュウを披露してい

ます。 

みんな、自分だけの手作りのカッチュウを、着飾って、

行進して遊びました。 

日本では、このようなカッチュウを段ボールで簡単に

作ることができる工作キットも販売されています。 

あなたもサムライの時代が始まった伊豆の国市へ来

てみませんか？ 

 

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。 

伊豆の国市長 YouTube  Mayor MASA 

#4_Samurai&Katchu  侍と甲冑 
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