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

久里浜

月

日( )

ペリー祭

近代 日本の幕開 けとなったペ リー上陸の 地久里浜
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。

２０２０久里浜ペリー祭について
東京オリンピックの関係で、十分な警備体制の確保が困難
となるため、下記のとおり一部変更して実施いたします。例
年楽しみにされている皆さまにおかれましては、何卒ご理解
のほど、よろしくお願いいたします。
日米親善ペリーパレード
久里浜ペリー祭花火大会
水師提督ペリー上陸記念式典
よこすか開国バザール

月
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花の街
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日(土)・
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止
施
施

くりはま

花の街

月

中
中
実
実

フェア：秋

日(日)

春はポピー、秋はコスモスの花が満開に咲く「くりはま花の国」で、市内外から訪れる観光客に、地元の名産品の販売や紹介、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。

久里浜
食の祭典
月

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。

久里浜
クリスマス
フェスタ
月

日(土)

市内でも有数のにぎわいを見せる久里浜商店街を会場に、歳
末のイベントに合わせ、商店街への集客を図ることで、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
5/11・12

くりはま花の街フェア：春

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、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
クションで、市内外から訪れた多くの観光客の皆さま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丁目の久里浜公園にあります。

7/13

久里浜ペリー祭

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。ペリー公
園内で開催された「水師提督ペリー上陸記念式典」を皮切りに、オープンカーや
巨大黒船フロートが観客の目を引いた「日米親善ペリーパレード」、商店街で行
われた「よこすか開国バザール」、そしてペリー祭のラストを飾る「久里浜ペ
リー祭花火大会」と久里浜の地が一日を通して賑わいました。

10/12・13

くりはま花の街フェア：秋

残念ながら台風のため両日中止といたしました。

11/16

第７回久里浜食の祭典

晴天の中盛大に行われ、多くの方にご来場いただきました。22商品がエント
リーする中グランプリを獲得したのは、タコや大根など、地元の食材を使った手
作りの久里浜地区社会福祉協議会の皆様による、「久里浜おでん」でした。

12/7

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す。今回
は雨天のため、夫婦橋のたもとにある記念碑の回向は中止とし、正業寺で法要の
み行われました。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、参加者は熱心に耳を傾けていました。

12/21

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の共催で行われ、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、久里浜中学校や横須賀総合高校の吹
奏楽部の演奏を始め、毎年お子様に好評をいただいている、外国人が扮するサン
タクロースとサンタスカリンとの握手会、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
https://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

子年に寄せて

横須賀市長

久里浜観光協会 会長

上

地 克 明

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、
お健やかに新年を迎えられましたこと、お喜び申し上げます。
貴会の皆さまには、毎年多数のイベントを開催されることで、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。
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」を掲げており、久里浜地域と
しては、２年後に横浜F・マリノス総合練習場の完成を目指してい
ます。

加

藤 高 明

皆様明けましておめでとうござい
ます。いつもいつも観光協会に対し
まして暖かい御支援、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、大型台風や豪雨
に見舞われ大変な被害でしたが今年はどうでしょうか。
七月には東京オリンピック、パラリンピックが行なわ
れ日本開催という事で日本が得意とする種目が新たに加
わると更に活気づくのではないかと楽しみです。

市内全域に盛り上がりを広げるための本市の取り組みとして、昨
年には、久里浜地区の市施設職員による横浜 F・マリノスのユニ
フォームの着用の実施や、横浜F・マリノスをデザインモチーフに
したナンバープレートの交付を開始いたしました。

久里浜も警察署の新築がなり、市立病院の移転の為の
施設づくりが始動し、人が集まる施設が続ぎ続ぎと出来
る事は久里浜にとって願ってもない事だと思います。

練習場が駅や商店街に隣接するという恵まれた環境を、地域の活
性化につなげるため、これからも横須賀が一体となってホームタウ
ンとしての機運を高めていきます。

観光協会といたしましても、これからも様々の行事を
通じて地域の皆様とコミュニケーションを取りながら久
里浜の活性化の手助けになればと思っております。

そして、私も引き続き、「誰も一人にさせないまち」の実現を目
指し、「横須賀の復活」に向け積極的に施策を推進いたします。

今年は「子年」です。十二支の始まりで新しい運気に
満ち、未来への可能性を子孫繁栄を高める年だとも云わ
れております。この様な年だからこそ観光協会も更なる
発展を遂げられれば幸いです。

貴会の皆さまにおかれましては、今後とも一層のお力添えをいた
だければ幸いです。
結びに、久里浜観光協会のますますの発展と、本年が皆さまにと
りまして、幸多い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

小川をたどって

この一年が皆様方にとりましても観光協会にとりまし
ても、すばらしい年となることを祈っております。

久里浜には、いくつかの小川が流れています。その中から、今回は
岩戸川を取り上げます。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。

平作川に合流しています。
岩戸川はここからはじまってい
ます。暗渠となっていますが、川
のせせらぎが聞こえます。

横須賀リーフスタジアム
横浜横須賀道路周辺

多くの美しい鯉が泳いでいます。
■鯉のエサやりをしていただくこ
ともできます。
横須賀リーフスタジアム
駐輪場横

満願寺

熊野神社

二すじの川がこの場所で合流して
います。
■この場所は、毎年５月下旬～６
月初 旬、期 間限定で公開 してお
り、蛍が舞い飛ぶ岩戸川を観るこ
とができます。

国土地理院地図を加工

県道27号下の暗渠へ続き
ます。
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東栄技工株式会社

当社は、鋳鉄の低温肉盛溶接や鋳鋼、ステンレス、ア FC製ポンプケージング 補修前

長安寺六字詰念仏講中
久里浜中学校前にある浄土宗長安寺では、毎年１０月２８
日に「お十夜」という催事を行います。この催事は鎌倉にある
大本山光明寺が発祥の地で、全国の浄土宗の寺院でも「お十
夜」は大切な催事として行われています。

腐食したポンプケージング

ルミ、等の低歪肉盛溶接（特殊溶接）、及び機械加工を
用い、船舶用ディーゼルエンジンの機関部品に生じた亀
裂、腐食、摩耗を、三菱重工業、川崎重工業、日立造
船、等のメーカー指定及び認定工場の元、溶接補修する

こ の「お 十 夜」の 催 事
の中で「僧俗一体」僧は僧
侶、俗は信者が一つになり
「南無阿弥陀仏」の念仏を
唱える場面があります。

会社として約50年前に設立。

こ の 場面 で長 安寺 では
光民という僧侶が伝えたと
いう節をつけ、太鼓と双盤
（そうばん）でただひたす ▲第三十四回横須賀民族芸能大会で披露
らに「南無阿弥陀仏」と唱
える「双盤念仏」と僧侶が行道（ぎょうど）を始める前、信者
の前で太鼓と四つの鉦で「南無阿弥陀仏」の六文字に由来し、
人間の一生を表現したという節回しで信者が西方極楽浄土へ往
生されますように心を込めて「六字詰念仏（ろくじづめねんぶ
つ）」を唱えます。

加工技術にて、製鐵、電力、化学、石油を、初めとする工

特に、鋳物（鋳鉄品）を溶接する技術は国内随一の会
社と成りました。また、溶接技術における特許を国内で５
現在は、船舶業界で養った卓越した特殊溶接技術と

久里浜では 以前は多くの浄土宗の寺院で鉦講中（かねこう
ちゅう）（鉦を演奏する人たち）があり、寺院間の交流が行わ
れ「お十夜」は夜店が立ち並ぶ盛大な行事でした。
現在、長安寺の鉦講中が鴨居の西徳寺と久里浜の伝福寺の
檀家の方々に光民流の六字詰念仏を伝え、本山の光明寺やそれ
ぞれの寺院の「お十夜」で交流し、この日のために日々研鑽を
積んでいます。この「六字詰念仏」の心を理解して、鉦講中に
入って下さる方を募集しています。
（文：八幡町内会

FC製ポンプケージング 補修後

つ保有し、海外での特許も４つ保有しています。

会長 小川

喜久雄）

久里浜観光協会だより第 43号をお届けしま
す。平成から令和へ替わった昨年は、気持ちも
新たに5月の花の街フェア・春を皮切りに各行事
を実施してまいりました。ペリー祭は、途中か
ら小雨の降るあいにくの天候でしたが、お陰様
で 滞 りな く実 施 する こと が でき まし た。し か
し、9月の15号、10月の19号と相次いで強力な台
風に見舞われ、残念ながら花の街フェア・秋は
両日中止となりました。久里浜でも暴風や高潮
による被害が少なくなかったと聞いています。
温暖化に起因するものなのでしょうか、異常気
象が多すぎると感じます。今年は、東京オリン
ピック・パラリンピックの年です。穏やかな良
い一年になりますよう願っています。

低温溶接後機械加工し、重防食剤
「ｾﾗﾑｱﾛｲCL」を塗付し施工完了

場プラント機器のメンテナンスを行い、機器の延命化及び
コスト削減に寄与し、多くの方に喜んで頂いております。
今後も地域及び社会
貢献を追求致します。
工場は、横須賀を本
社に国内５工場、１営
業所に加え、海外3工場を展開しております。
←盛況に終えた2019東京ビックサイトプラントメンテナンスショー
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久里浜ぐるめ
今年で第７回目を迎えた、
来場者の方の投票でグランプ
リを決定する「久 里浜 食
の祭典」。晴天の中での開
催となり、久里浜内外の店

久里浜
おでん

舗が商品をエントリーし、順

▲久比里でとれた地ダコのほか、
久里浜の食材を使用したひと品。

位を競いました。グランプリ
に輝いたのは、今回初参加の
久里浜地区社会福祉協議会に

沖縄そば

よる「久里浜おでん」。あま
りの人気に当日はいち早く完
売しました。また、優秀賞に
はぬだいくわたいの「沖縄そ
ば」と team 黒 船 の「黒 船 カ
レー豚汁」が選ばれました。
次回もどうぞお楽しみに。

黒船
カレー豚汁

