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  箱根美術館では、11 月には約 130
種類の苔による緑の絨毯と、200 本
以上のモミジの鮮やかな紅葉とのコ
ントラストを楽しむことができます。
◆開館時間　4 月～ 11 月　9：30 ～
16：30（入館は 16：00 まで )11 月は
無休　◆料金　一般 900 円 / 高大生
400 円 / 小中学生 無料 
◆問合せ　足柄下郡箱根町強羅 1300
0460-82-2623

箱根小涌園　ユネッサン

箱根美術館

箱根大名行列

日帰り温泉

おとなの箱根

 　箱根の秋の風物詩、「箱根大名
行列」が今年も 11 月 3 日に箱根
湯本温泉で行われます。箱根大名
行列 170 名本体の他に、行列の前
と後ろに、各種団体が参加し、箱
根大名行列を更に盛り上げます。
◆開催場所　湯本温泉郷
◆問合せ　箱根湯本観光協会
0460-85-7751

　水着で入るユネッサンでは、
地中海の空を描いたドーム内に
ある「神々のエーゲ海」を中心
として、自然とマッチした屋外のゾーンにある「ロデオマウンテ
ン」や「緑茶風呂」「本格コーヒー風呂」といったユニークでア
ミューズメント感覚あふれるお風呂が盛りだくさんです。
◆料金　大人 2,600 円 　こども 1,300 円 (3 歳～小学生 )
◆営業時間　9：00 ～ 19：00/11 月～ 2 月は～ 18：00
( ＊最終入場受付は 1 時間前 )

ファミリーにおすすめ

露天ワイン風呂

神々のエーゲ海

　10 月 1 日にリニューアルオープンした森の湯は箱根の雄大な自
然とひとつに溶け込む大庭園露天風呂が自慢。「檜風呂」や信楽
焼の「箱根陶器風呂」といった情緒溢れる温泉の他にも、「マッサー
ジ」や「お休み処」といった心身共に満喫
できる施設が充実しています。
◆料金　1,800 円　こども 1,200 円
(3 歳～小学生 )
◆営業時間　11：00 ～ 22：00
( ＊最終入場受付は 1 時間前 )

◆アクセス　ユネッサン、森の湯共に箱根湯本から箱根登山バス・伊豆箱根バスで小涌園まで 約 20 分
◆問合せ　足柄下郡箱根町二ノ平 1297　0460-82-4126( ユネッサン・森の湯 )・0460-82-8050( 椿山荘 )

　敷地内にある、大正七年に藤田平太郎男
爵の別館として建てられた貴賓館内には箱
根 茶寮 椿山荘があり、自慢の蕎麦をはじめ

とした料理を提供しています。
庭園を見ながらいつもとちょっ
と違う、大正浪漫あふれる雰囲
気に浸ってみませんか ?

小涌園　森の湯

◆営業時間　11：00 ～ 18：00
( ラストオーダー 17：30)

箱根 茶寮 椿山荘

福禄寿

　周辺には、箱根小涌園の
守護神である山王神社・箱
根七福神「福禄寿」があり
ます。散策にいかがですか ?大文字膳

3,800 円

貴賓館　
月の間

露天風呂内湯

紅葉とイベント

秋の箱根を
　   楽しもう！

そろそろ本格的な行楽シーズン !!
秋の箱根には見所がいっぱい。

箱根のオススメスポットを紹介いたします。

　創業 26 年になるという西久保の「清
水家」さん。ご主人の小山利男さんは
福井県の出身で、東京のおそば屋さん
に就職、15 年の修行ののち独立して
清水家を始めたそうです。
 そばもうどんもご主人の手打ちによる
自家製麺。マーボうどんやクリームシ
チューうどんなどアレンジメニューも
多く、なかでも「冠 ( かんむり ) うど
ん」は、故郷の福井にある冠山をイメー
ジして揚げ餅や大根おろしをあしらっ
たオリジナル。いろいろな素材の味を
楽しめて満足感の高い一品です。ラ
ンチタイムは仕事途中の方、夜や休日

はファミリーが多いそう。
夜まで通して営業してい
ること、遅くまで出前も
受けていることもあって
長く愛され、地域ではな
くてはならない存在です。

  最近、ドラムをはじめました。見かけによらず音楽はヘヴィ
メタルが好きで、自分でも演奏できるようなりたいと思い教室
に通っています。ときどきライブに行って、ストレスを発散し
ています。写真は実家にいる愛犬のジョン、14 歳です。

ＳＴＡＦＦスタッフ紹介 NO.9

ASA 鶴が台　  　後藤　正道　
ごとう　まさみち　

そば処　　清水家（しみずや）　 
茅ヶ崎市西久保 1494-1  
TEL  0467-57-6900
◆営業時間 / 11：00 ～ 20：30
　※出前は 21：00 受付終了
◆定休日 / 金曜日　◆駐車場 / 有

ホタテ、カニは日本海
の、大根おろしは雪山
のイメージ。10 種類以
上の具材が豪華です。

冠うどん￥950

ご主人の小山利男さん。
麺の分量の多い少ないなどお
客様のご注文に対応してもら
えます。遠慮なく聞いてみて
ください。
萩園の清水屋さんはお兄さん
のお店、文字通り兄弟店です。

私のおすすめのお店

●お問合せ / 湘南ベルマーレ TEL 0463-25-1211   公式サイト http://www.bellmare.co.jp/
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　チーム最年長でキャプテンを務める坂本紘
司は言う。「Ｊ２にいる以上、目標はいつもＪ１
昇格。そのためにピッチの中でも外でも ” チー
ムのため ” だけを考え、行動してきた」。長く
厳しいリーグ戦 42 節も残り４試合。昇格も降
格も経験した坂本だからこそ、Ｊ１に懸ける思
いは誰よりも強く熱い。

＊ホーム最終戦  ＊今季最終戦

 節  　　　開催日　　　  キックオフ　　  対戦相手　　　　　　開催場所　

 39　  10 月 21 日（日）　   16:00　 ジェフユナイテッド千葉　Shonan BMW スタジアム平塚

 40　  10 月 28 日（日）　   16:00　　  カターレ富山 　   富山県総合運動公園陸上競技場

 41　  11 月    4 日（日）　   16:00　   ガイナーレ鳥取　    Shonan BMW スタジアム平塚

 42　  11 月 11 日（日）　   13:00　　町田ゼルビア　　　町田市立陸上競技場    

＊

＊

● 2012 試合日程

　3 年振りの J1 昇格を掴みとるために、選手・サポーター一丸となりラスト 4 試合に全
力を傾けて戦いましょう。ホームゲームの残り２試合、10 月 21 日（日）のジェフユナイテッ
ド千葉戦と 11 月 4 日（日）のガイナーレ鳥取戦では、ご来場いただいたベルマーレサポー
ターの皆さんにライトグリーンのビブスを配布します。このビブスを着用してスタジアム
をライトグリーン一色に染め、ピッチで戦う選手たちを “ キミドリの魂 ” で後押しします。
全員の思いをひとつにして必ずＪ１へ！

残り試合にすべてを懸けて「Light Green Soul ～キミドリの魂～」実施

VICTORY !VICTORY !VICTORY !
がんばれ！湘南ベルマーレ

坂
本 
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司
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信じる気持ちをひとつにＪ１へ！
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Letter from 広州　～広州からの手紙～ 日本語教諭として中華人民共和国広東省広州市に赴任している元旭小学校長､ 八坂眞司さんからの手紙です Vol.37

　先月号の「広州からの手紙」を書く時は、中国各地で
反日デモが起こり暴徒化して、日系デパート等を襲い破
壊しているニュースが流れ、一時はどうなるかと心配で
した。しかし今は、先の見えない対立という状況は変わ
りないのですが、新聞などでも冷静な論調が増えてき、
改めてこの問題を自分なりに考えているこの頃です。
　この間、中国の学生からも「先生、この時期、日本に
居てよかったですね」などのメールが送られてきました。
また、私もメールで情報を交換しました。その一部を紹
介しましょう。

「先生、私、最近の中国人の乱暴な行動のことを心から本
当に申し訳ございませんでした。実は中国のたくさんの
人もそう思っています。あれは不理性です。私は心が痛
いです。平和が大好きですから。戦争なんて望みません。
しかし両国政府は面子を大事にします。意地を張ってい
るうちに、引っ込みがつかなくなっています。このよう
な状況は中国の度を過ぎた愛国教育のせいです。洗脳さ
れた中国人は日本人の優しさを全然分かりません。『戦争
しよう』ってアホです。先生、中日両国の平和はそんな
に難しいですか？」（９月 15 日）。この学生は、この夏寒
川でホームステイをした学生です。
　９月 16 日と 17 日に他の学生と電話で話しました。私
の部分は「　」、学生の部分は『　』で紹介します。『先
生、今日から広州も危なくなりました。』「私も今朝６時

からニュースを追っています。日本領事館前の映像が流
れていました。死者が出ていないことは不幸中の幸いで
す。18 日が頂点になるかもしれませんね」（以上 16 日）。

「今日は広州は落ち着いているようですね。暴動みたいに
なるのが怖いですね。」『明日は大変そうです。中国には
節度ある人が本当に少ないです。それに、内輪もめする
のが上手です。実はデモする人の半分は賑わいを見に行っ
ただけです。賑わいを見るのも上手ですね。９月 18 日は
いつも大変ですよ。』「９月 18 日は中国にとっては屈辱の
日ですからね。日本でこのことを知っている人は少なく
なりましたよ。」『政府は面子が厚いんです。国民の生活
を保障できないくせに、アフリカの人を援助しているん
です。』「経済発展が進むほど貧富の差が大きくなるので
は、国民は納得しませんよね。」『でも、中国人は納得し
ているんです。』「えー、納得しているの？」『反抗しても
無駄ですから、貧乏な人も反抗を諦めました。』「諦めた
の？」『愛国教育は洗脳教育になりました。不満は口に言
うけど、独り言に過ぎません』「それだけ管理が厳しいと
言うことですね。」（17 日）。
　この二人の学生は日本語学科の学生ですから日本につ
いての情報も多く冷静に考えることができるのですが、
彼らの友人で他の学科の学生の中にはデモに参加した学
生もいるそうです。
別の大学の学生からは「先生、就職活動が厳しいです。

急に募集がなくなったり、面接が中止になったりしてい
ます。」とのメール。いま彼らは来年６月の卒業を控えて
就職活動の真っ最中です。日本製品ボイコットの動きは、
直に彼らの将来計画に跳ね返ってきています。日本車に
乗っていただけで被害を被った人もいる中、日本語学科
の卒業ということ自体が就職活動に不利益にならないか
心配しています。私が２月に広州へ戻る時にはもっと事
態が改善されることを祈っています。

（2012/10/8　記。学生の文章は文法的な間違いを承知で
そのまま載せています。）

新学期、コスチュームで新入部員募集中

ホストファミリー募集

11/10（土）は

食べ飲み歩き “ぶらっと寒
さんぽ

歩”
花火のあとは『ぶらっとセットきっぷ』をもって、寒川駅周辺の参加店へ！
この機会を利用して、ふだん気になっていたお店に足を運んだり、しばら
く会っていなかった友人を誘ったり。参加店舗は 20 店、寒川の魅力ある
お店が特別おトクなメニューを用意して、町のみなさんのお越しをお待ち
しています。寒川を新発見する飲み歩きイベント、ぜひご参加ください。

　限定 200セットチケット販売
『ぶらっとセットきっぷ』３枚つづり　2,200 円

発売日　2012 年 11 月 10 日 ( 土 ) 15:00 ～
販売場所　寒川駅前公園　ベルゲート
チケット有効期限：2012 年 11 月 10 日～ 11 日
※花火が延期の場合、チケット発売も翌 11 日に
　延期され、有効期限は 11 日のみとなります。

第5回  
かながわフードバトルで健闘！
10 月 7・8 日に厚木公園で開催された第 5 回かながわフー
ドバトル in あつぎＭＡＸは 2 日間で 13 万人が訪れ大盛況
のうちに終了しました。。来場者の投票結果は以下の通り。

　金賞 / 黒てるてラーメン　銀賞 / 相模豚備長炭直火焼
銅賞 / 海老名のヘルシーつくね　特別賞 / 湘南こっこからあげ

昨年の 5 位以上の結果を！と
意気込んだ棒コロ食わせ隊の
みなさんでしたが、結果は一
歩及ばず 8 位。それでも大勢
のかたが、棒コロをもとめて
並んでくれました。

８  位

みんなの花火とのコラボ企画 棒コロ

さむかわ棒コロに行列！

ステージでアピール！

お味はいかがですか？

『寒川町に来たら、多くの飲
食店でそれぞれ特色のある
棒コロを食べることもでき
ます』隊長・木村光晴さん
が熱く語ります。

『しっかり味もついているし、
食べやすくて美味しいです。
ボリュームもあって、ビール
によく合いますね！』
この日は暑かったせいか、ビー
ル片手に棒コロというかたが
多くいらっしゃいました。

日本の歌、世界の歌、ポピュラー、映画音楽
          ～男声ならではのハーモニーが心に響く～
日時　平成 24年11 月 18 日（日）13:00 開場　13:30 開演
場所　寒川町民センター ホール　（寒川町宮山 165）
チケット　1,000 円（全席自由席）
問合せ　0467-74-1602（村松）　0467-74-3829（高橋）

寒川男声合唱団  10 周年記念演奏会
　10 年前、公民館講座として開催された男声合唱の参加者が、寒川男声
合唱団として今日まで歌い続けてきました。60 歳代から 80 歳をこえる人
まで、長年社会でリーダーシップを発揮してきた男性たちが赤堀笙子先生
の愛情あふれる指導のもと、みんなの気持ちをひとつにしてあらゆる分野
の楽曲に挑戦しています。
　今年、10 年の節目を迎えるにあたって、初めての演奏会を開催します。
みなさんがよく知る日本の歌、世界の歌。ご家族でお楽しみいただけます。
自分でも歌いたくなった男性のかたは、参加してみませんか。

南部公民館での練習風景。演奏会を間近
にひかえ、気合が入ります。

横浜国立大学の教員留学生数名が寒川でホーム
ステイをします。その際に、ホストファミリーに
なっていただけるかたを募集します。

留学生は母国で教員をしている成人で、日本語が理解できま
すから外国語がわからないかたでも大丈夫です。お気軽にご
応募ください。
お問合せ・申込み
　さむかわ国際交流協会　下條　080-5091-4548
申込み締切：11 月 9 日（金）

11月 17日（土）～ 11月 18日（日）1泊

メニュー例《1》
生ビール + 棒コロ、海苔巻き

メニュー例《2》
生ビール、枝豆 + 選べる２品

◆参加手順◆
①参加希望者は寒川駅公園でチケットを 2,200 円で購入します。
　( チケットはぶらっとセットきっぷ「おつまみ＋ドリンク１杯」の３枚つづりです。)
②参加者は地図に掲載してある参加店舗を３店チョイスして廻ります。
③お店できっぷを一枚渡しぶらっとセットを注文。おつまみとドリンクを楽しみます。
④次の店舗に移動し、ぶらっとセットを３回楽しみます。

※メニューは変更する場合があります。
問合せ　寒川料理飲食業協会（寒川町商工会内）
　　　　TEL　75-0185

201
2年

11/
10 （

土）

11/
11 （

日）

2日
間有効

ぶらっとセットきっぷ
キリト

リ

ぶらっとセットきっぷ

＊この
きっぷ

はぶらっ
と寒

歩参加店にて使用できます。

＊ぶらっ
とセ

ット
を注文して

きっぷ
を渡して

くだ
さい

。

＊他のクー
ポン（割

引券）と
の併用はできません。

＊この
きっぷ

は換金・払
い戻しは

できません。

利用可能日： ２０
１２

年１１
月１０

日・１
１日

＊この
きっぷ

はぶらっ
と寒

歩参加店にて使用できます。

＊ぶらっ
とセ

ット
を注文して

きっぷ
を渡して

くだ
さい

。

＊他のクー
ポン（割

引券）と
の併用はできません。

＊この
きっぷ

は換金・払
い戻しは

できません。

利用可能日： ２０
１２

年１１
月１０

日・１
１日

ぶらっとセットきっぷ

＊この
きっぷ

はぶらっ
と寒

歩参加店にて使用できます。

＊ぶらっ
とセ

ット
を注文して

きっぷ
を渡して

くだ
さい

。

＊他のクー
ポン（割

引券）と
の併用はできません。

＊この
きっぷ

は換金・払
い戻しは

できません。

利用可能日： ２０
１２

年１１
月１０

日・１
１日

ぶらっとセットきっぷ

キリト
リ

キリト
リ

※「寒川みんなの花火」は 11 月 10 日 ( 土 )18：00 ～ 18：20 に寒川町岡田地区で開催します。


