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今年もお楽しみに!!
2 0 1 9 年 観 光 協 会 主 要 行 事 予 定

久里浜
ペリー祭
月

日(土)

久里浜観光協会にとって最大のイベント。ペリー上陸により、近代日本の幕開けとなった久里浜の地に、文化と歴史伝統を通して
地域住民のみなさんとの連帯感やふるさと郷土愛の意識を高めることを目的としています。

月
くりはま花の街
フェア：春

月

日(土)・

日(日)

くりはま花の街
フェア：秋

日(日)

ポピーの花が満開に咲く「くりはま花の国」を活用し、市内
外から訪れる観光客に対し、地場産業野菜の販売、地元の中・
高校の吹奏楽の演奏や踊りの披露などのイベントを通して、
「久里浜」を広くＰＲするとともに、久里浜観光協会の活動の
周知を図っています。

秋はコスモスが定番となった「くりはま花の国」において、
市内外から訪れる観光客に対し、満開のコスモスをバックに地
元の名産品の販売や紹介、吹奏楽演奏や踊りの披露などのイベ
ントを通して、「久里浜」を広くＰＲするとともに、久里浜観
光協会の活動の周知を図っています。

久里浜

久里浜

食の祭典

ｸﾘｽﾏｽﾌｪｽﾀ

月

日(土)・

日(土)

平成25年度から始まった、久里浜のグルメのイベント。
今年度も皆さまのご期待に添えるよう企画を工夫し、食を
キーワードに久里浜地域のさらなる活性化を推進します。

月

日(土)

市内でも有数の商店街である久里浜商店街を会場に、歳末の
イベントに合わせ、久里浜地区の中心市街地への集客を図るこ
とによって、地元の観光及び経済の活性化を図っています。
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昨年の行事を振り返る
5/12・13

くりはま花の街フェア：春

13日は雨天の為午前のみの開催となりましたが、満開のポピーが咲く「く
りはま花の国」の丘を背景に、地元の地場産品の販売や、横須賀総合高校や
湘南学院の楽団演奏、スカリン提督と遊ぼうなどのアトラクションなどで、
市内外から訪れた多くの観光客の皆さんから大変喜ばれました。

5/22

旧海軍工作学校戦没者慰霊祭

戦時中、久里浜の地にあった海軍工作学校に学び、戦争の犠牲となった方々を
慰霊しました。この慰霊碑は久里浜６丁目の久里浜公園の中にあります。

7/14

久里浜ペリー祭

夏らしい天気のもと盛大に行われました。“水師提督ペリー上陸記念式典”の
ペリー公園内での開催も定着し、その後の日米親善ペリーパレードも沿道にたく
さんの人たちの見学をいただきました。また、巨大黒船フロートも観客の目を引
き、大賑わいとなりました。その他にも商店街で行われた開国バザール、そして
花火大会開催と久里浜の地が一日を通して賑わいました。

10/13・14

くりはま花の街フェア：秋

残念ながら塩害のため満開のコスモスの姿は見られませんでしたが、久里浜中
学校や横須賀総合高校の楽団演奏、追浜高校チアダンス部のパフォーマンス、黒
船吹奏楽団と湘南学院吹奏楽部の合同演奏など催され、賑やかに行われました。

11/17

第６回 久里浜 食の祭典

晴天の中盛大に行われました。19商品がエントリーする中グランプリを獲得し
たのは、揚げたて屋の黒船コロッケでした。

12/8

砂村新左衛門祭

内川新田開発の恩人、砂村新左衛門を偲び、その遺徳を称える行事で、例年ど
おり夫婦橋のたもとにある記念碑で回向、正業寺で法要が行われました。郷土史
研究家 山本詔一氏から新左衛門の功績についての講話があり、熱心に耳を傾け
ていました。

12/23

久里浜クリスマスフェスタ

暮れのクリスマス商戦に合わせ、久里浜商店会協同組合と共催で行われまし
た。当日はあいにくの天候でしたが、多くの方にお越しいただきました。地域の
幼稚園・保育園の園児による「サンタ絵コンテスト」の作品が通りに飾られ、ま
た、黒船吹奏楽団や久里浜中学校吹奏楽部の演奏、外国人が扮するサンタクロー
スやサンタスカリンとの握手会に加え、ポニーの乗馬体験も行われました。

事務局からの
お知らせ

公式
HP
http://kurihama.info/

久里浜観光協会 会員募集中!!
イベント運営や広報など、活動の場
は色々！興味のある分野で力を発揮
して地域貢献してみませんか？

年会費
普通会員（個人）

2,000円

特別会員（商店、企業） 5,000円

特製ファイル絶賛発売中
久里浜行政センターに
て発売中。売上金は観
光協会ボランティア費
用に充てられます。

Twitter
https://twitter.com/kurihama_info

Face
book
https://www.facebook.com/
kurihama.info

1枚
100円

お問い合わせ 御相談は
久里浜観光協会

事務局

（久里浜行政センター４番窓口）

ＴＥＬ：046-834-1111
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新年のごあいさつ

亥年に寄せて

横須賀市長

久里浜観光協会 会長

上

地 克 明

加

新年あけましておめでとうございます。
久里浜観光協会の皆さまにおかれましては、お
健やかに新春をお迎えのこととお慶び申し上げます。
貴会では、７月の「久里浜ペリー祭」を始め、毎年さまざまな
イベントを開催されており、本市の観光振興に多大なご支援をい
ただき、厚くお礼申し上げます。
さて、本市では、目指すまちづくりの３つの方向性の一つに、
「音楽・スポーツ・エンターテイメント都市」を掲げています。
音楽やスポーツが持つ力で、地域に活力を生み出し、市民がワク
ワクするまちづくりを行っていきたいと思っています。
久里浜観光協会で実施されている数々のイベントでは、市内の
学校や地域団体による吹奏楽の演奏やダンスなどのパフォーマン
スも行われています。このように音楽やエンターテイメントを身
近に感じられるイベントを開催することは、イベントに来場され
る皆さまがワクワク、ドキドキ楽しめる機会を提供することにほ
かならないものと思います。まさに本市が目指している音楽やエ
ンターテイメントに溢れたまちづくりが、久里浜の地でも行われ
ているものと、大変ありがたく、また、心強く感じております。
私も引き続き「横須賀の復活」に向けて、多くの方が集まり、
ワクワクできる魅力的なまちを目指し、積極的に施策を推進して
まいります。
貴会の皆さまにおかれましては、今後ともより一層のお力添え
を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
結びに、久里浜観光協会のますますの発展と、新しい年が皆さ
まにとりまして、実り多き１年となることを心から祈念いたしま
して、新年のご挨拶といたします。

久里浜の
1
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小川をたどって

皆様明けましておめでとうございま
す。いつも観光協会に対しまして変ら
ぬ御支援、御協力を賜り厚く御礼申し上げます。
昨年は地球温暖化の影響でしょうか？猛暑、豪雨、台
風、暖冬等天候的には大変でしたが、こと観光協会の行
事につきましては、天候に妨げられることもなく、順調
に進める事が出来ました。これも皆様の日頃からの観光
協会にお寄せいただく思い入れがあるからこそと大変あ
りがたく思っております。
今年は亥年です。亥年の人は猪の如く「猪突猛進」だ
と言われますが、純粋で真っすぐな方が多い様です。観
光協会といたしましても、奇をてらわず真っすぐに前を
向いて行きたいと思っております。行事の数を増して行
くと言うことではなく、その中味を更に充実させて濃い
ものにして行きたいと思います。
観光協会の行事を通じて、久里浜の活性化があがり、
この街に多くの方が来てくれて、賑やかさを増してくれ
れば幸いです。
人の来る街、来たい街を目指してその一助になれる様
頑張って行きたいと思いますので、どうぞ今年も皆様方
の相変らずの御力添えをお願いいたします。

久里浜には、いくつかの小川が流れています。今回は八幡地区を流
れている小川を取り上げます。今では暗渠になっているところもあ
りますが、一部顔を出しているところもあります。小川の流れをた
どってみてはいかがでしょうか。地上から見ることのできない流れ
を赤線で表示しました。（赤点線は推定箇所です）
6

①かつて水門で小川は平作川

1
2

につながっていました。

藤 高 明

⑥かつての橋の名残
でしょうか？

2

7

5

②京急の線路脇で

3
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5

京急久里浜駅

顔をだしています。

3

⑦小川の流れを見ることが
できます。

6
③八幡久里浜橋の
欄干が残ります。

7

7

8

⑧久里浜中学校の
下にも小川は流れて
いるようです。

久
里浜 (二)
久里浜二丁目
④⑤暗渠のところでは空地になっています。

今でもこの下に小川が流れています。

4

9

8

⑨長安寺の極楽橋と
いわれています。

5

10

9
10

⑪かつてこのあたりに蓮池、
11

丸池があり、ここから小川が
流れ出ていました。

国土地理院地図に加工したもの

⑩長安寺に沿って一直線。

42号

平成31年１月25日

久里浜

久里浜観光協会だより

「歳時記」

佐原御霊神社幟復活
私が町内会長に就任した
数年後、町内会の物置の片
隅で偶然に御霊神社の幟が
発見されました。
ほこりだらけの幟を広げ
てみたところ、なんと明治
１５年丑年と記されてお
り、虫食い、汚れなどもな
く、鮮やかに染め抜かれて
いるものでした。これは日
の目を見させてあげないと
先祖に申し訳なく思い、早
速、幟建設委員会を立ち上
げました。
ところが、色々と問題がでてきました。長さ１４ｍの
旗をあげる柱があるのか、場所（スペース）は、費用は
と、あれこれ悩んでいるとき、東叶神社で幟建設の話を
聞き、下見。これならうちの神社でも建てられる。早
速、町内会員に賛同を仰ぎ建設にこぎつけました。
明治、大正、昭和、平成とその時々を見てきた幟がこ
こに復活しました。
静風に荘厳に泳ぐ幟は後世に受け継がれることでしょ
う。なお、幟は元旦祭や夏の祭礼(７月の最終土日)など
で掲揚されます。（文：佐原町内会 会長 石川 宏）
久里浜観光協会だより第42号をお届けします。
昨年は、お陰様で各行事を概ね実施することができ
ました。しかし、その一方で異常気象に悩まされた
年でもあったと思います。ペリー祭も厳しい暑さの
中での開催でした。さらに、花の街フェア・秋で
は、素晴らしいステージイベントなど盛りだくさん
の催しを用意しましたが、夏の猛暑と台風による塩
害が重なり、肝心のコスモスが壊滅的な状態となっ
てしまいました。花の街フェアは、花のシーズンを
盛り上げるイベントですので、花がない中でお客様
に足をお運びいただき、お楽しみいただくことは、
大変難しいと痛感いたしました。今年こそ、厳しい
夏を乗り越え、秋に美しいコスモスを楽しませてく
れればと祈っています。

会員ご紹介
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くりはま花の国

くりはま花の国冒険ランドに本格ストーン型ボルダリング施設が誕生！

高さ3.85ｍ 横幅5.59ｍ 奥行3.09ｍ
小学生１年生よりのご利用となります。
（小学生は保護者同伴となります。）
料金 お一人様１時間 500円
クライミングシューズ着用
（レンタル有り １回 300円）
10：00～16：00（最終受付15：00）
定休日：月曜日（祝日の場合は翌日）・12/29～1/3
←天空BBQでは手軽にBBQが
できる（事前予約制）
東京湾が一望できる
すばらしい景色の中で
BBQを堪能しよう。

久里浜ぐるめ

夏
の
花
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今年で第６回目を迎えた、
久里浜地区グルメのグランプ
リを決定する「久里浜 食
の祭典」。天候にも恵まれ
た中での開催となり、久里
浜地域で活躍する様々な店舗

黒船
コロッケ
▲たっぷりとひじきが入ってい
る、体にもやさしい一品。

が商品をエントリーし、順位
を競いました。今回グランプ
リに輝いたのは、揚げたて屋

久里浜
あんぱん

の「黒船コロッケ」。また、
優 秀 賞 には ワ カフ ジ ベー カ
リーの「久里浜あんぱん」と
酒蔵一升屋の「YOKOSUKAゴジ
ラカレー」が選ばれました。
次回もどうぞお楽しみに。

YOKOSUKA
ゴジラカレー

