ダイロク市場 ̲ 地場産品販売

イ チ ゴ 狩 り
＆
ジ ャ ム 作 り

４月 日︑町の方を対象と
したイチゴ狩り＆ジャム作
りの体験イベントを実施し
ました︒イチゴ狩りシーズ
ンが終了しお客さんが立ち
入らなくなったイチゴハウ
スでは食べごろの美味しい
イチゴがまだまだ沢山あり
もったいない状態になって
しまっていることを知って
欲しく︑イベント企画に至
りました︒イベントではダ
イロクキッチンと接点のな
かった多くの
方にお越しい
ただき少しだ
け地元の方た
ちにとってダ
イロクキッチ
ンが身近な場
所になったか
な？と思いま
す︒今回の反
省を次回へ活
かし︑様々な
方に親しんで
ダイロクキッ
チンを使って
いただけるよ
うなイベント
を今後も企画
していこうと
思います︒

協力隊企画第一弾

ダイロク BAR̲ スポーツ観戦

・イベントの報告
・学生たちの活動情報
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ダイロクキッチン
完成イベント報告

手の多様さを実
証するためのイ
ベントも兼ねて
いた今回は︑地
場産品＆稲取高
校の被服・食物
部の皆さんによ
るケーキ等の販
売を行ったダイ
ロク市場︒施設
に設置したプロ
ジェクターを用
いて︑スポーツ
観戦と飲食を楽
しむダイロクＢ
ＡＲ︒地元のか
き菜を用いた雑
煮を︑通りを歩
く人達対して振
る舞ったダイロ
ク食堂︒東伊豆
町近辺がロケ地
となった映画や
昭和 年代の稲
取の子供の遊び
を収録した映像
の上映を行った
ダイロク劇場︒
以上の４本立て
でイベントを行
いました︒改修
した建物が様々
な方たちに喜ん
で活用していた
だく︑ダイロク
キッチンの片鱗
をみることがで
きたイベントと
なりました︒

イチゴ狩り ̲ 参加者で集合写真

完成したダイロクイチゴジャム

地域おこし協力隊荒武発行

今年２月に開催した︑ダイロクキッ
チンオープニングイベントの報告で
す︒イベントは雛のつるし飾りまつ
り中に開催され︑地元の方から観光
客の方までお越しいただき︑無事に
盛況のうちに幕を閉じることができ
ました︒ダイロクキッチンの使い勝

（上）ダイロク内観（下）昨年活動風景

・オープニングイベント報告
・イベントのお知らせ

施工後

ダイロク食堂 ̲ 雑煮＋休憩所

ダイロク劇場 ̲ 映画上映＋昔映像

はじめまして︒４月より東
伊豆町の地域おこし協力隊
としてやって来ました荒武
優希と申します︒ダイロク
キッチンを改修した学生の
一人で︑ダイロクキッチン
のこれからの運用を東伊豆
町に実際に住みながら考え
ていきたいと考え︑東伊豆
町の地域おこし協力隊に志
願しました︒まだまだ町の
ことは知らないことがたく
さんあるので︑様々な町民
の方たちとの出会いの中で
知っていけたらなと考えて
います︒今後のダイロク通
信では︑ダイロクキッチン
の企画のお知らせや学生達
の活動などについて発信し
ていきます︒是非とも今後
もダイロク通信に注目して
いただけたらと思います︒

ダイロクキッチンに管理人誕生！
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10：00 〜 16：00 ◯問い合わせ
(26 日のみ〜 15：00)
090 ｰ 9016 ｰ 6530

東海汽
船事務
所改修
作業中

こんにちは︒
芝浦工業大
学の学生団
体﹃空き家
改修プロ
ジェクト﹄
です︒空き
家改修プロ
ジェクトは
今年の４月から稲取３つめの改修物
件となる東海汽船事務所の改修を
行っています︒ 年ぶりの伊豆大島
への航路復活に合わせて︑私たちが
チケット売り場を改修しています︒
来年１月の船の運航開始日にはイベ
ントを開催したいと考えています︒
多くの方と関わりながら活動してい
きたいので︑作業中にお声がけして
頂けると嬉しいです︒今年度もどう
ぞよろしくお願いします︒

年ぶりの大島航路復活

新しい東海汽船事務所へ！
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年ぶりの航路復活で船の運航中
は多くの人で賑わいをみせはじめ
る 東海汽船事務所で す が ︑ 運 航 期
間外は人が立ち寄らない場所と
なっています︒
そこで︑私たち
は運航期間内外
に関係なく︑誰
もが気軽に訪れ
られるような場
所となることを
目指して活動し
ています！

思い 出 づ く り

夏休み︵８月中︶に東
海汽船事務所で み な さ
んと一緒に作業したい
と思っています！
詳細は随時︑ダイロク
通信で連絡します︒誰
でも参加できますので︑
ぜひご参加ください！

2016 年の船の運航状況
運航期間「1/31-3/21」

修士１年の白石崚
馬です︒稲取で活
動させてもらうの
は今年で３年目に
なります︒授業を
受けているだけで
は身につかない実際の改修作
業という現場での活動をした
く︑このプロジェクトに参加
しました︒改修作業中に地域
の方々とお話することで︑稲
取の魅力を感じています︒ど
うぞ暖かく見守ってください︒

しま せ ん か ！ ？

稲取で 3 つめの改修物件
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16/06/10

キンメマラソンが開催され
る６月 日に︑ランナーの
方たちへ向け︑東伊豆町の
魅力を発信すべく地場産品
をあつめたショップ兼休憩
所を開きます︒﹁ キンメマ
ラソンをきっかけに稲取を
訪れた方々に︑伊豆の魅力
をたっぷり知り︑体験して︑
味わっていただきたい﹂と
稲取出身で現在東京で働か
れている方がイベントを主
催します︒伊豆の要素を取
り入れようと目下準備を進
めています︒ど
なたでもお越し
いただける企画
となっています︒

イベント情報
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一緒 に

学生紹介コーナー

イベント情報

◯時間 ▷ 10：00 〜 17：00
◯問い合わせ ▷ 090-9016-6530

イ ベ ン ト 開 催 情 報

▷

◯時間

どなたでも
お越しいただける
ひがしいず日和写真部 × ダイロクキッチン
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今年の３月に活動発足した
︻ひがしいず日和写真部 ︼
と︑七月に稲取にオープン
するコミュニティスペース
︻ダイロクキッチン︼
︒町の
人たちが楽しみながら町の
魅力を発信したり︑新しい
つながりが広がることを願
う双方のコンセプトが一致︒
どちらもまだ始まったばか
りですが︻ひがしいず日和
写真部︼の活動報告と︻ダ
イロクキッチン︼のお披露
目も兼ねスナップ写真展を
開催します︒誰
でも気軽に来て
いただける企画
となっています︒

歩道から見た今年度改修する「東海汽船事務所」

ダイロク休憩所
ダイロク休憩所
東伊豆のひかり１００選

!!

6/12
6/12 キンメマラソン休憩所
キンメマラソン休憩所
6/19〜26
6/19〜26 スナップ写真展
スナップ写真展

