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近代日本の
礎を築いた
肥田浜五郎の
功績と邂逅

伊東自然歴史案内人会

髙橋 尊顯 氏

こう

寄稿

写真は国立国会図書館ウェブサイトより転載
《咸臨丸の乗船者》 右側から、福澤諭吉、岡田井蔵、肥田浜五郎、小永井五八郎、
浜口興右衛門、根津欽次郎

近代日本の夜明けを担った肥田浜五郎（１８３０～

んでいきました。

１８８９年）は、幼少年時代を、
この伊東の八幡野で過

彼の人生において、具体的にはどのような邂逅があっ

ごしています。伊豆高原の自然や風土及び人情が、彼の

たのか、辿っていきます。父春安が、韮山の代官・江川坦

人生には別れがあり邂逅があります。魂を震撼させる

第一実用専務」
の教えを体得します。坦庵に才能を認め

心身を鍛え育む一因になったと考えられます。

庵の典医であった関係から、先ず江川塾で学び、
「敬慎

ような素晴らしい出会いは、奇跡に近く、誰もが享受で

られ、やがて江戸に出て、当代一流の川本幸民や伊東

わっていなければ、チャンスは逃げ去ってしまうでしょ

常に一歩先んじて考え行動する力を蓄えていきました。

きるとは限りません。いくら望んでも己れに器量が備

玄朴に師事しました。早くから西洋の事情に明るくなり、

う。肥田浜五郎は実に多くの人と出会い、薫陶を受けな

1860年、咸臨丸の機関長としてアメリカに渡ったこと

がら大きく飛翔していきました。

は周知の通りですが、運命を共にしたこの時から、勝海

す。宮内省御料局の長官となり、皇室の財産を整備し、

して明治４年、岩倉具視米欧視察団に加わった浜五郎

立銀行を創立し、更に日本全国に鉄道を敷く為、
日本鉄

を大きく飛躍させていきました。

さに文明開化の近代日本を支えた、重要な人物であっ

はありますが、伊東東郷記念館に、浜五郎コーナーを開

造船の父と呼ばれ、海軍の先導者と仰がれておりま

舟や福沢諭吉とは終生堅い絆で結ばれていきます。そ

箱根離宮を造営しました。
また華族のために第十五国

は、岩倉具視の絶大な信頼を受け、その後の人生行路

道会社創設の中心となって、多大な貢献をしました。
ま

郷土の偉人肥田浜五郎を顕彰する為に、
ささやかで

たと言えるでしょう。己れの信じる道を地道に実直に歩

伊東東郷記念館

設致しました。
お立ち寄りください。

（中学生以下無料）
■住所/静岡県伊東市渚町3-8
（伊東駅より徒歩15分）■入館料/大人200円
《事前予約により随時開館》
■電話/0557-37-3550
（伊東観光番）
原則5日前までに予約ください。
■開館/《定時開館》土・日曜、祝日、第3火曜
ご希望の時間帯に開館してお待ちします。
10：00～16：00
（4～9月）、10～3月は15：00まで

伊東東郷記念館は、東郷平八郎元帥が昭和4年に夫人の療養の

ために建てた別荘です。建築後89年経過、元帥の意思を引き継

いだ関係者の方々のご芳志により、当時のままの姿で大切に保
存されています。今後も大切に後世に残していきたい歴史文化

遺産です。館内には肥田浜五郎の紹介コーナーがあり、関連書籍

をはじめ、年表、
これまで浜五郎をテーマに同部会が行ったミニ
講話の新聞掲載記事など、資料約50点が並べられています。
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肥田浜五郎コーナー
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山本大輔さん、ひとみさん夫妻

やることはたくさんあってもストレスフリー

伊豆高原

心のゆとりを満喫できる自然に囲まれた暮らし

File No.14

趣味で水中撮影も始めたダイビング
での一枚
漁の同行はほぼ毎日

これからの子どもにこそ、
この自然の中で育って欲しいと
山本さん夫妻。若いパパママの移住を期待している

趣味の釣りやダイビングで伊豆を訪れてい

た大輔さんと、
ダイビングインストラクターとし

て働くひとみさん。大輔さんは千葉から移住し

肴屋 大ちゃん

て7年、ひとみさんは横浜から移住して17年が
経ちます。移住後よく散歩するようなったとい

住 所
電 話
営 業
定休日

伊東市富戸912-28
0557-48-7322
18：00～21：00
（L.O.20：30）
月・金曜

う大輔さん。都会ではわざわざ足を運んで出

オープン。漁のある日は朝4時に起きて定置網

中で観られたり、自宅の庭に遊びに来たりと、

す。

す。移住のきっかけは料理人として独立し、地

のための時間をわざわざ作らなくていいんで

戸の定置網漁に掛かる魚を購入できることを

働いて、遊ぶ時は遊ぶ。仕事前にサーフィンや

掛けなければ出合わないような野鳥も散歩途

自然を感じながら暮らせることが魅力と話しま
魚を提供する店を作りたいという思いから。富

知ったのもダイビングで訪れていた時でした。

その思いが叶い、4年前に
「肴屋 大ちゃん」
を

1日限定10組！ 初夏の特別企画

漁の船に同乗し、鮮魚の仕入れを行っていま
「ここは海も山も川もすぐそばにあって、
遊び

すよ。千葉じゃそうはいかない（笑）。働く時は
釣りに行くことなんて、ここではみんな結構
やってますよ
（笑）
」
。

《期間》
平成30年4月1日
（日）
～7月27日
（金）
まで

※但し、5/2～5、5/8～10（城ヶ崎のみ）、5/15～17および6/26～
28
（赤沢のみ）
を除く。

ルネッサでゆったり24時間ステイ！
特典1

特典2

チェックイン12：00・チェックアウト12：00
連泊で施設利用540円券プレゼント。

（但し、
滞在清掃およびリネン交換はありません）

ルネッサ城ヶ崎客室一例

1泊朝食付
（諸税別）
2～5名様
企画内容

ルネッサ赤沢温泉大浴場

ご予約

お問合せ

平日・休日
（右記以外の日）土曜日および4/29・7/15

5,700円

《食事》

℡0557-54-1215
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6,700円

小学生の方は70％・幼児の方は50％

朝食／和洋バイキング（城ヶ崎・赤沢共通）
※当日の予約状況で定食

ルネッサ予約センター

ルネッサ赤沢
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サ ー ク ル 活 動 紹 介

［コーロ・アイリス］

コーラス練習

活動内容

毎月第2・3・4金曜日 午後13：00～

日時
場所

コーロ・アイリスよりメッセージ

会費

コーラスは一人ではできませんの

八幡野コミュニティーセンター

（月）3,000円

代表者

で、みんなで声を合わせて、上手も

本間ちとせ（電話：0557-54-9131）

何もそれなりに一緒に和気あいあ
いやっています。

ハモったときはとてもうれしくなり

ます。皆さんもぜひご一緒に歌い
ませんか？

☆伊豆急行と
「るるぶ」編集部が共同開発☆

伊豆の新感覚のお土産「IZUのフルウツケーキ」
目指したのは、
「 伊豆ならでは」
と

好評
発売中！

●「IZUのフルウツケーキ」販売箇所

「配りやすさ」、
「 長く愛される美味

しさ」
を実現する商品です。
そこで、
台湾のパイナップルケーキをヒン

トに、伊豆の特産品であるニュー
サマーオレンジやみかん等、伊豆

で収穫できる果実を使用してコン

フィチュールを作り、口に含むとほ

ろっと崩れる独特の生地で包んだ
焼き菓子が誕生しました！

伊豆のお土産としてぜひお求めく
ださい。

●伊豆一の蔵

「IZU CUBE」

●伊豆今井浜東急ホテル

1個205円
（税込）
・6個入り1,340円
（税込）
伊豆急行城ヶ崎海岸駅から徒歩10分
※伊豆急行伊豆高原駅やまもプラザ内
「ぷらとー」
でも販売しています。

「IZUのフルウツケーキ」

5個入り1,500円
（税込）
毎週土曜日に販売。数に限りがあり、売
切れ次第終了。
伊豆急行今井浜海岸駅から徒歩２分

客室一例

お風呂（女性）
ご利用日の3か月前の20日から予約受付

1泊2食付
（税込・入湯税別）

一般大人料金
（12歳以上）
子ども料金
（3歳以上）

夕食料理（イメージ）
ご予約

お問合せ

5,700円
3,250円

豊かな
良質 自然と
な
温
泉
自 が
慢
の
宿

ゲ ス ト の お も て な し に 是 非 ご 利 用 く だ さ い

入湯税150円
（6歳以上）
年末年始料金は別途設定あり

℡0557-53-1163

〒413-0232
静岡県伊東市八幡野1283番地36
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中央区立

伊豆高原荘
http:www.izukyucom.co.jp/chuoku/
指定管理者／株式会社伊豆急コミュニティー
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出掛けてみよう！
※各イベントにつきましては

伊豆急沿線のイベント情報

事情により変更の場合がございます。

伊豆高原を気ままにポタリング
（自転
車 散 歩 ）できるレンタ サ イクル 。
ので、
だれでも気軽に景勝地や美術館、
カフェなど

Izu-Kogen駅 cafe べるじゅ

用すれば、他のエリアでのポタリングも可能です。

年の12月21日に「手作りクッキー工房」から
「駅

全ての自転車が電動アシスト付きになっている

伊豆高原駅やまもプラザ1F「 べるじゅ」では、昨

を巡ることができます。
また、サイクルトレインを活

cafe」へと生まれ変わりました。伊豆高原の駅で

詳細は、伊豆急行のホームページをご覧ください。

ゆっくりとくつろげるための喫茶イートインコー

ナーでは、
あたたかいアップルパイ、
クロワッサンフ

レンチ、デニッシュ＆冷

たいソフトクリームのコ

ントラストがうれしい「べ
るじゅプレート」をご用
意しました。

また、
ソフトクリーム
（丹那牛乳・ジャパンプレミア
ム）
・スムージーを中心としたテイ

【受付場所】 伊豆急トラベル伊豆高原
【営 業 日】 通年（雨天時は営業中止）
【営業時間】 9：00～16：30
【利用料金】 1日/2,000円、2時間/1,000円
（クロスバイク・小径バイク共通）
【申込方法】 事前予約は専用予約サイト、当日は窓口
にて

クアウトもご好評をいただいてお

ります。

あたらしくなった
「べるじゅ」
で、

皆さんが“ほっとする”ひとときの

空間づくりを目指していきます。
ぜひ一度お立ち寄りください。

伊豆急行株式会社 観光推進課
お問い合わせ
TEL.0557-53-1116
（平日のみ 9：30～18：00）

お問い合わせ

Izu-Kogen駅 cafe べるじゅ
TEL.0557-54-4481

● 春 か ら 夏 の イベ ントご 案 内 ●
4/28（土）～6/30（土） 河津バガテル公園「春バラフェスタ」
4/29（日）～5/5（土・祝） 小室山公園「つつじ祭り」
5/18（金）～5/20（日） 下田「黒船祭」
6/1（金）～6/30（土）
下田公園「あじさい祭」
6/1（金）～6/30（土）
下田「きんめ祭り」

小室山公園「つつじ祭り」

下田「黒船祭」

http://www.izukyu.co.jp/ TEL.0557-53-1939

静岡県伊東市八幡野1151番地

TEL.0557-53-1533

http://www.resort129.com

の発刊に合わせて、伊豆高原分譲地をご利用のお客様により良い
事務局から 地域情報誌「自遊時彩」
「伊豆高原メンバーズクラブ」
を創設いたしました。
（入
のお知らせ サービスをご案内する一環として、
会金・年会費・更新手数料無料）
詳しくは、
左記までご連絡ください。
「自遊時彩」
は会員同士の掲示板も兼ねております。
皆様からの情報をお待ちしております。

不動産に関するご用命は伊豆高原営業所までお気軽にお問合せください。
TEL：0557-54-0129
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