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製版者 訂正回数

都甲

樹上から見下ろす真っ青な海。そして、川沿いを埋め尽く
す満開の河津桜たち。河津町は、絶景ポイントの宝庫なの
だ。取材日は、ちょうど河津桜祭りが開催中で、平日なの
に全国各地からたくさんの人たちが訪れていた。

頑張らなくて良いところです。

今月の美 女 ＆案 内人

鈴木 澪 さん

丸山 裕輔 さん

今回の案内役である丸山さんは、３歳から
歳まで、なんと８０００人を超える人た
ちに、木登りの魅力を伝えてきたツリーク
ライマー。河津町のみならず、静岡県各地
でツリークライミング体験を開催している。

代 伊豆の踊り子

ツリークライマー

第

伊豆出身の澪ちゃんは、現在は神奈川の大
学に在籍する現役女子大生。第 代の伊豆
の踊り子として、様々なイベントにも参加
している。初めてのツリークライミングで
もスイスイ登るアクティブ派美人。

と遙か上から、楽しそうな声が

「わー！ 海が見えますよー ！」

届く。声の主は、伊豆の踊り子

である鈴木 澪ちゃん。そして

彼女が居るのは樹上に設置され

たブランコ。今回は、伊豆の河

津町でツリークライミングを満

喫するのだ。ツリークライミン

グとは、樹上作業者たちのロー

プワークを利用して、レジャー

向けにしたもの。ハーネスとロ

ープを使って登っていくのだが、

難しい技術などは一切必要ない。

「ツリークライミングの魅力は、

良さそうに伸びをしている。

15/03/20 11:34

BEP114115_cs5_再校.indd 114

24

114

BE-PAL 5月号 2015

らむ

4

今回訪れたのは、静岡県、伊豆半島にあ
る河津町。ロープを駆使して、樹上を楽し
むツリークライミングというアクティビティ
ーに挑戦！ さらに早咲きの河津桜も満喫
してしまおうという、盛り沢山なプラン。

色

（静岡県）

0051

その2

河津町で
ツリークライミング

12937421

日本全県アウトドア巡り

85

24

ご当地キャラの
＂かっぱっぱ＂
が
お出迎え！

ご当地のマドンナが案内する最旬の外遊びガイド
だ

これが今回の遊び場！ 樹上を楽しむのだ

ロープを駆使して
ユラリユラリと
空中散歩

そ

河
ツ

（静

はじめての
ハーネスに
ドキドキ！

立派な樹木に、ロープやハンモックが渡されている。ハーネスにロ
ープを取り付け、手ではなく、足の力を駆使して登っていく。最初
はちょっと手こずっていた澪ちゃんも、あっというまに修得。

樹上のハンモックまでは10分くらいで到着。その後は、のんびり寛
ぐ澪ちゃん。
「木々の良いにおいに癒されます〜」と、大満足のご様
子。安全性も高く、子供から大人まで楽しめるアクティビティーだ。

今
る河
む
ーに
して

足湯でホッとひと息
ー」という澪ちゃん。気持ちは

「もっとのんびりしてたいです

※文・構成／櫻井 卓 撮影／小倉雄一郎 協力／伊豆 河津町観光協会、マザーツリーふぉーらむ
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「ツリークライミングの魅力は、

誰でも登れますし、安全性も高

わかるけど、河津町といったら、

良さそうに伸びをしている。

い。登るというスポーツ的な要

頑張らなくて良いところです。

素よりも、樹上でいかに楽しく

２月上旬から咲き始め、約１か
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過ごすかということのほうが大

115

事です」という、先生役の丸山

校了…◯◯

河津桜が見事に満開！ ひと足お先にお花見を満喫

月楽しめる、早咲きの桜。取材

３…◯◯

河津桜は２月上旬から３
月上旬に咲く、
早咲きの桜
で、
鮮やかなピンクが美し
い。川沿いでは、菜の花
と桜の組み合わせが楽し
める。写真左は、樹齢60
年以上の河津桜の原木。

当日はまさに満開。花見を満喫

至下田

さんの言葉どおり、クライミン

135

至伊豆急下田駅

今
井
浜
海
岸
駅

グ経験などなくても、スイスイ

行

急

豆

伊

した後は、足湯でほっこり。澪

２…佐藤あ

414

ちゃんも大満足のご様子だ。温

河津駅

静 岡 県

登れる。登った後は、樹上に設

14

河津はワサビの名産地。
新鮮
なワサビを使った＂泣きメ
シ＂なるご当地グルメも。
周り
にたっぷりのカツオ節とワ
サビがまぶされたおにぎり。

泉もあるし、魚介も旨い、そし

至
伊
東
駅

414

地元ワサビたっぷりの“泣きメシ”

置されたブランコでトムソーヤ

河津町

泣くほど旨い（辛い）!？

気分を味わうもよし、なんにも

１…都甲

DEC

伊
豆
大
島

てひと足先に楽しめるスペシャ

下
田

ル感ある花見。こりゃ、鉄板デ

伊
東

せずにユラユラと宙づりになっ

414

ているだけでも楽しい。澪ちゃ

東京

2㎞

ートコースにランクインなのだ。

0

んは、ハンモックの上で気持ち

峰温泉大噴湯公園では、桜
を見ながらの足湯を楽しめ
るほか、地上から約30ｍ吹
き上がる自噴泉を見ること
ができる。河津町には、各
所に足湯処がある。

ビーパル５月号

12937421

今回は、河津桜の下でランチを
楽しんだ。お花見のときにもサー
モス製品は大活躍してくれる。こ
こでは、今回使用したランチボッ
クスなどをご紹介。もちろんピク
ニックやキャンプシーンでも使え
るアイテムばかり！

0052

フードからドリンクまで
いろいろ使えるすぐれもの！
真空断熱カップ

数 製 版 課
鶴瀬DEC 2X
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１…都甲

DEC

お花見や
ピクニックの
お供に！

２…佐藤あ

樹上でのコーヒーブレイクは
ケータイマグにおまかせ

３…大場
校了…◯◯

ピンクをベースにしたストライプが春らしく、食欲
をそそられる。二段式で3920㎖、すべてのフタに
パッキン付き。バッグは手洗いできるので、フィー
ルドで土がついても安心。

提供／サーモス http://www. thermos.jp/

様々なサイズや、飲み口
のタイプがラインアップ、
用途に合わせて選びたい。
真空断熱ケータイマグ／
JNI-401 400㎖ 50
00円
（右）
。真空断熱ケ
ータイタンブラー／JN
M-360 360㎖ 5000
円
（中）
。真空断熱ケータ
イマグ／JNO-500 500
㎖ 4000円
（左）
。
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製版者 訂正回数

都甲

保冷バッグがセットになった
大容量のランチボックス

大中小の３種類のランチボックスと保冷ケースのセ
ット。ケースは断熱構造なので、中のものが傷みに
くい。食べ終わったら、大きい容器に、他の２つを
スタッキングすれば、コンパクトに収納することが
可能だ。ファミリーフレッシュランチボックス／
DJF-4002 オープン価格。

R116
アウトドア＋サーモス

4

色

真空構造なので、温かい物も、冷たい物もしっかりと温度を
キープしてくれる。ドリンク用としてはもちろん、フルーツ
などを盛りつけるカップとしても便利。真空断熱カップ／
JDD-400 400㎖ 3000円
（右２つ）
。JDD-300 300㎖
2500円
（左２つ）
。

