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Let’s say “Hello!”
on Nusamai Bridge.
Nusamai Bridge is a symbol of Kushiro.
This is a guidebook in plain English for
the area around Nusamai Bridge. Let’s
say “Hello!” readily to tourists. It’s the
most important way to welcome them
warmly.
幣舞橋は釧路のシンボルです。これは幣舞橋周辺の地域を簡単な英語で案
内するためのガイドブックです。進んで「今日は！」と声をかけてみましょ
う。温かく歓迎することが一番大切です。
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Introduction
はじめに
The key point of sightseeing is encountering
people. There are a lot of good places to visit
around Nusamai Bridge in Kushiro. This book is
for those who want to welcome foreign tourists
warmly. We published the first Edition in 2017.
This is the third edition. Let’s say “Hello!” with a
smile to tourists from abroad.
観光では人と人との出会いが最も大切です。釧路
の幣舞橋周辺には素晴らしいところがたくさんあり
ます。この本は、外国人観光客を温かくおもてなし
しようとする人々のためのものです。2017年に初版
を出版しましたが、この本は第3版です。海外から観
光で訪れる皆さんに笑顔で「今日は！」と声をかけ
てみましょう。
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やさしい英語で道案内
こんにちは。

・Hello.

はじめまして。

・Nice to meet you.
・How do you do?

私の名前は広瀬すずです。

・My name is Hirose Suzu.*

お名前は？

・May I have your name?

どちらからいらっしゃったのですか。

・Where are you from?

日本(釧路)は初めてですか。

・Is this your first visit to Japan?
(Kushiro)

* この第3版より日本人の名前のローマ字表記を釧路市内の中学校の教科
書で使用されている表記方法に合わせました。
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ここからはとても遠いです。

・ It’s very far from here.

とても近いです。

・ It’s very close.
どこへ行きたいのですか。

・ Where would you like to go?

お困りですか。

・ What’s the matter?

わかりました。

・ I understand.

どういたしまして。

・ You’re welcome.

もう一度言って下さい。

・ Please say* it again.

もっとゆっくり話して下さい。

・ Please speak* more slowly.
* say, speakの違いに注意
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ここに書いてもらえますか。

・ Could you write it down here?

すみませんがわかりません。

・ I’m sorry. I’m not sure.

この道をまっすぐ行って下さい。

・ Go straight along this street.

その店は向こうです。

・ That* shop is over there.

それはホテルの向かい側です。

・ It‘s opposite the hotel.

その市場は交差点の近くです。

・ That* market is near a large
intersection.

この通りにあります。

・ It’s on this street.

二つ目の角を左に曲がって下さい。

・ Turn left at the second corner.
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次の交差点を右に曲がって下さい。

・ Turn right at the next
intersection.

すぐに見つかります。

・ You can’t miss it.

その店の隣です。

・ It’s next to that* shop.

薬局の前です。

・ It’s across from the pharmacy.

角にあります。

・ It’s on the corner.

道案内しますよ。

・I’ll show you the way.

釧路駅までご案内します。

・I’ll show you the way to Kushiro
Station.

* p.6, p.7 の「その店」や「その市場」では “the” ではなく “that” を用い
て、“that shop”、“that market” とします。どちらも「その」と訳しますが、
that はそれが今話題の対象になっている時に使われる指示形容詞です。
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少々お待ちください。

・ Just a moment, please.

あの人に聞いてください。

・ Please ask that person.

私についてきて下さい。

・ Follow me, please.

一緒に行きましょう。

・ Let’s go together.

歩いて３０分くらいかかります。

・ It takes about thirty minutes
on foot.

タクシーで行ったほうがいいですよ。

・ You’d better go by taxi.

良いご旅行を。

・ Have a nice trip.
(day)
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簡単な接客用語
いらっしゃいませ。

・Hello. How are you?
・Good morning (afternoon,
evening) !
・May I help you?

何名様ですか？

・How many people?

こちらのお席にご案内します。

・I will take you to a seat.

どこでも好きな所に座ってください。

・Please sit anywhere you like.

決まったら呼んでください。

・Please call me when you have
decided.
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ご注文はお決まりですか？

・Are you ready to order?

決まりましたか？

・Did you decide?

かしこまりました。

・All right.

少々お待ちください。

・Just a moment, please.

お待たせしました。

・Thank you for waiting.

熱いので気をつけてください。

・Please be careful. It’s hot.

どうぞお使いください。

・Please use it.

お水いかがですか？

・Would you like more water?
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お皿を下げてよろしいですか？

・May I take away this dish?
(plate)

お会計は一緒ですか？

・Would you like to pay together?

これは税込金額です。

・This price includes the tax.

何かお探しですか？

・What are you looking for?

それは３つで1000円です。

・It’s 1000 yen for three.

ご試着してみますか？

・Would you like to try this on?

お釣りです。

・Here is your change.

(tʃéindʒ)

ありがとうございました。良い一日を。

・Thank you. Have a nice day.
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Map
around
Nusamai
Bridge

Map A

Map B

page 13

page 14

Map C
page 15

We divided the map around
Nusamai Bridge into three areas.
幣舞橋周辺の地図を３つの地域に
分けました。

Map A
page 13

Map C
page 15

Map B
page 14
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釧路駅: １ 和商市場: 2 丹頂市場: 3 ゆうちょ銀行釧路支店: 4
ミヤケ模型: 5
器のみずの: 6
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北陸銀行: 11 なつかし館 蔵: 12 佐藤紙店: 13 浦田菓子舗: 14
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Nusamai Bridge
幣舞橋

Map A → 25

Nusamai Bridge is a symbol of Kushiro.
The first Nusamai Bridge was built in 1900.
This bridge has been the center of
economic development and culture for
more than a century. We recommend you
start sightseeing from this bridge.
幣舞橋は釧路のシンボルです。
最初の幣舞橋は1900年に架けられました。
この橋は1世紀以上経済の発展と文化の中心です。
この橋から観光をスタートすることをお勧めします。
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Riverside
for Walking

川沿いを散歩

Many people enjoy walking and some
enjoy fishing every day.
Why don’t you take a walk along the
riverside to relax?
毎日多くの人が散歩をしています。また、釣りを楽しむ
人もいます。川沿いを散歩してリラックスしませんか？
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Sunset
夕焼け

Nusamai Bridge is the best place to
watch the world-famous sunset in
Kushiro. World’s top three places
to watch the sunset are as follows:
Bali in Indonesia, Manila in the
Philippines and Kushiro in Japan.
幣舞橋は世界的に有名
な釧路の夕焼けを見るに
は最適です。世界の夕日
のトップ３はインドネシ
アのバリ、フィリピンの
マニラと日本の釧路です。
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Sunset Cruise
（SEA CRANE）
サンセットクルーズ (シークレイン)

Map A → 26

The office is close to
Nusamai Bridge.
☎ 0154-41-7511
A few minutes walk from
Nusamai Bridge.
釧路観光クルーズ船
SEA CRANE

"Sea Crane” is a sightseeing pleasure
boat that offers you the wonderful
experience of watching the beautiful
sunset while on board.
「シークレイン」は、船の上から美しい夕日を楽しむという
すばらしい体験のできる観光船です。
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Sweets
&
Restaurants

20

Narita
Rice Cake Shop
成田餅菓子店

Map B → 30

This shop sells various kinds of rice
cakes and sweets. “Mame-daifuku” is
one of the most popular sweets in this
shop.
このお店は様々な種類のお餅やお菓子を売っています。
「豆大福」はこの店で最も人気のあるお菓子の一つです。

open: 8:00–17:00
closed: Sundays
About five minutes walk
from Nusamai Bridge.
☎ 0154-41-2874
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Japanese Sweets Shop
和菓子店

二幸

Niko

Map C → 47

This shop opened in 1937. Many people
love the sweets of this shop. “Ichigodaifuku” is very delicious and popular.
Tsurugadai Park is behind this shop.
このお店は1937年の創業です。このお店のお菓子が
好きな人はたくさんいらっしゃいます。「イチゴ大福」は
とても美味しく人気があります。このお店の裏の方には
鶴ケ岱公園があります。

or

Less than 15 minutes on
foot or about five minutes
by taxi from Nusamai Bridge.
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open: 10:00–18:00
closed: Mondays
☎ 0154-44-2535

Urata Kashiho
浦田

菓子舗

Map A → 14

This is a long standing shop established
in 1907. They sell very delicious sweets
loved by the people of Kushiro.
こちらは1907年創業の老舗
です。釧路の人々に愛される
おいしいお菓子を販売していま
す。

open: 9:30–18:20
closed: Sundays
About 15 minutes walk
from Nusamai Bridge.
☎ 0154-22-3565
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Kashidokoro

Nakazima
菓子処 なかじま

Map B → 38

This shop sells a lot of sweets
associated with Kushiro. The cake
recipe uses locally brewed sake,
known as “Fukutsukasa,” which is
very popular too.
このお店には釧路にちなんだお菓
子がたくさんあります。「福司」と
いう地酒を使ったケーキもたいへん
人気があります。
open: 9:00–19：00
closed: 2nd & 4th Sunday
or
About 20 minutes on foot
or 10 minutes by taxi
from Nusamai Bridge.
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☎ 0154-41-2347

Chikuroen
Azumaya Main Soba Restaurant
竹老園 東家総本店

Map C → 51

This shop opened in 1874. It offers
various kinds of soba. It is located on
the west side of Lake Harutori. Many
customers come every day.
このお店の創業は1874年です。
様々な種類のそばを楽しめます。
春採湖の西側にあり、毎日多く
のお客さんが訪れます。
open: 11:00–18:00
closed: Tuesdays
or

About half an hour on foot
or ten minutes by taxi
from Nusamai Bridge.

☎ 0154-41-6291
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Nusamai Azumaya
Soba Restaurant
幣舞 東家

そば店

Map B → 29

This shop serves very delicious soba.
Soba has become very popular abroad
because it’s tasty and healthy.
このお店はとても美味しいそ
ばを提供してくれます。そばは
美味しくて健康的なので海外で
とても人気が高まっています。

open: 11:00–19:00
closed: Tuesdays
A few minutes walk
from Nusamai Bridge.
☎ 0154-41-5768
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Shiroyama Azumaya
Soba Restaurant
城山 東家

そば店

Map C → 46

This shop serves excellent soba and
has a very good atmosphere. Many
customers come every day.
このお店のおそばはとても美味しく、店内もすごく雰囲気
が良いので毎日多くのお客さんが訪れ
ます。
weekdays
open: 11:00–15:00
op en 17:00–20:00
Sat. Sun. holidays
open: 11:00–20:00
closed: Tuesdays
or

Less than 15 minutes on foot or about five
minutes by taxi from Nusamai Bridge.
☎ 0154-41-5360
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Yachiyo Honten
八千代 本店

Map A → 21

This shop opened in 1927. This is a very
famous and popular sushi shop in
Kushiro. Many customers come every
day.
このお店は1927年の創業で
す。釧路でとても有名で人気
の店です。毎日、たくさんの
お客さんが来店します。

1st floor
weekdays
open: 17:00–20:30
Sundays & holidays
open: 17:00–22:00
2nd floor
open: 17:00–22:00
Five minutes walk
from Nusamai Bridge.
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☎ 0154-22-0218

（irregular holidays
so check before you go）

Chitose Zushi
千歳寿司

(Sushi)

Map C → 49

This shop serves very delicious sushi.
Not only “Nigiri Sushi” but also “Lunch
with Sushi” is popular there.
このお店はとても美味し
いお寿司を出してくれます。
握り寿司だけでなく、お寿
司のランチもお客さんに人
気があります。
※ 欧米人にはNigiri Sushiの方
がNigiri Zushiよりも理解され
やすいので、Sushiと表現。

or
About 20 minutes on foot
or 10 minutes by taxi from
Nusamai Bridge.

open: 11:30–21:00
closed: Tuesdays
☎ 0154-42-4983
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Ramen Maruhira
ラーメン まるひら

Map B → 33

This shop opened in 1959 and is a very
famous ramen shop in Kushiro. Many
customers come to enjoy eating tasty
ramen every day.

1959年創業の釧路でとても有名な
ラーメン店です。毎日、たくさんの
お客さんが来店し､美味しいラーメン
をいただいています。

open: 9:30–17:00
closed: Wednesdays,
2nd & 4th Thursdays
30

☎ 0154-41-7233

or
About 20 minutes on foot
or about five minutes by
taxi from Nusamai Bridge.

Ramen Shop

Menya Ichifuku
ラーメン店

麺屋 壱福

Map C → 45

This shop offers a lot of delicious ramen.
It is always crowded with customers.
“Tsukemen,” dipping noodles, is very
popular with customers.
このお店はたくさんの美味しいラーメン
を提供してくれます。いつもお客さんでい
っぱいです。「つけ麺」はお客さんにとて
も人気があります。
or
open: 11:00–15:00
open: 17:00–20:00
closed: Mondays

Less than 15 minutes on foot or
about five minutes by taxi from
Nusamai Bridge.
☎ 0154-41-1290
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Shokudo

Iwamatsu

食堂

いわまつ

Map B → 39

Simple soy sauce ramen is very popular
with customers. But there are many
kinds of dishes other than ramen as well.
シンプルな醤油ラーメンがお客さんに人気ですが、
ラーメン以外にもいろいろな料理があります。

open: 9:30–19:00
closed: Thursdays
☎ 0154-41-9339
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or
About 25 minutes on foot
or less than ten minutes
by taxi from Nusamai
Bridge.

Shokujidokoro
食事処

Shitsugen
しつげん

Map B → 24

On the 1st floor in MOO ムー1階

This shop offers a lot of delicious food
such as soba, udon, ramen and so on.
It uses Kushiro kombu (kelp) soup
stock for all its dishes.
このお店では蕎麦、うどん、
ラーメンなどの美味しい食事
がいただけます。全ての料理
に釧路昆布の出汁を使用して
います。
open: every day
10:00–19:00
(July & August: 9:00–19:00)
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Life Long Learning Center
(MANABOTTO NUSAMAI)
まなぼっと幣舞

生涯学習センター

Map B → 31

MANABOTTO NUSAMAI
is at the top of the hill
near Nusamai Bridge.
まなぼっと幣舞は幣舞橋の
近くの丘の上にあります。

On the 9th floor in MANABOTTO

マナボット９階

Maizuru
(Restaurant)
まいづる

open: 11:00–21:00
closed: Mondays

You can enjoy a great view of Kushiro
while eating and drinking.
飲食しながら釧路のすばらしい景色を楽しめます。
About ten minutes on foot.
Walk up the slope near
Nusamai Bridge.
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☎ 0154-41-8181

TULLY’S COFFEE
タリーズ コーヒー店

Map A → 20

This is a shop in the coffee shop chain
TULLY’S COFFEE. The chain has more than
730 shops in Japan. They serve very
delicious coffee.
このコーヒー店はタリーズ
コーヒーのチェーン店です。
このチェーン店は日本に730店
以上*あります。とてもおいしい
コーヒーを提供してくれます。
*

2020年1月の店舗数

open: 9:30–23:00 (Sundays & holidays –22:00)
About five minutes walk from Nusamai Bridge.
☎ 0154-32-0321
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Coffee Shop

Furansusakan
喫茶店

仏蘭西茶館

Map A → 18

This is a very popular coffee shop.
You can enjoy many kinds of coffee
and parfaits. This shop’s parfaits are
excellent.
ここはとても人気のある喫茶店です。様々なコーヒー
やパフェを楽しめます。このお店の
パフェはとてもおいしいです。
open: every day
11:00–24:00
About five minutes walk
from Nusamai Bridge.
☎ 0154-22-9666
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Coffee Shop

Lily

珈琲店

リリー

Map A → 19

This coffee shop opened in 1935.
This is the oldest coffee shop in Kushiro.
You can relax in the calm atmosphere
here.
この喫茶店は1935年に開店しました。
釧路で一番古い喫茶店です。ここは落ち着いた雰囲
気なのでリラックスできます。

open: every day
9:00–19:00
About five minutes walk
from Nusamai Bridge.
☎ 0154-24-2762
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Natsukashi Kan
なつかし館

蔵

Kura

Map A → 12

This shop offers not only coffee but also
the popular Japanese sweet ”Oyaki” that
has become popular with foreign visitors
because it contains healthy sweet bean
paste. There are many old daily goods
on the second floor.
コーヒーだけでなく人気のある日本のお菓子、「おやき」も
いただけます。「おやき」は健康に良い小豆のあんが入ってい
るので、外国人のお客さんにも人気が出てきています。2階に
は昔の日用品がたくさんあります。
Oyaki: See page 39.
open: 11:00–18:00
(Sundays & holidays –17:00)
closed: 2nd Mondays
About 15 minutes walk
from Nusamai Bridge.
☎ 090-6992-4592
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英語でどう言うの？
和菓子類

Japanese Sweets

大判焼き、おやき round-shaped waffle with sweet
(今川焼き)
タイ焼き
大福
まんじゅう
桜餅
串団子

bean paste
fish-shaped waffle with sweet bean
paste
rice cake with sweet bean paste
steamed bun with sweet been paste
pink rice cake wrapped in a salted
cherry leaf
rice-flour dumplings on bamboo

せんべい

skewers
rice crackers

寿司

Sushi

にぎり寿司

nigiri sushi
sushi roll
big roll
cucumber roll
red tuna roll
chirashi sushi (vinegared rice topped

巻き寿司
太巻き
カッパ巻き
鉄火寿司
ちらし寿司

with sliced raw fish and other
ingredients)
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How shall we say these
Japanese foods in English?
ラーメン

Ramen

醤油ラーメン

soy sauce ramen

味噌ラーメン

miso (fermented soy bean) ramen

塩ラーメン

salt based ramen

チャーシュー麺

ramen topped with grilled pork

五目ラーメン

冷やし中華
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ramen topped with vegetables and
other ingredients
chilled noodles with vegetables and
other ingredients

つけ麺

dipping (style) ramen

そば

Soba

たぬきそば

soba topped with tempura crumbs

きつねそば

soba topped with fried bean curd

月見そば

soba with a raw egg

天ぷらそば

soba topped with tempura

カレー南

curry soba, soba in curry soup

どんぶり

Rice Bowls

カツ丼

pork cutlet rice bowl

親子丼

chicken and egg rice bowl

豚丼

pork rice bowl

牛丼

beef rice bowl

Kushiro Station
釧路駅

Map A → 1

Kushiro JR Station is the gateway to
eastern Hokkaido, including Shiretoko
National Park.
釧路駅は東北海道 (知床国立公園を含む) への玄関口です。

About 15–20 minutes walk from Nusamai Bridge.
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Utsuwa no Mizuno
器のみずの
陶磁器店

Ceramic Shop

Map A → 6

This shop sells ceramics.
You can find very
beautiful Japanese
dishes, small bowls and
so on. Hand towels and
chopsticks are also very
popular.
Many foreigners buy
them as souvenirs.

陶磁器類を販売しています。
とても美しい日本製の皿や小
さな茶碗などを見つけること
ができます。手拭いや箸も大
変人気があります。多くの外
国人がお土産としてそれらを
購入しています。

open: 10:30–18:00
closed: Sundays & Mondays
☎ 0154-23-3181
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About 15 minutes walk
from Nusamai Bridge.

Miyake Models
ミヤケ模型

Map A → 5

This shop sells plastic models to put
together. The plastic models sold here
are exact and very high quality. You can
enjoy visiting this shop. If you have
time, please try making something.
このお店はプラモデルを販売しています。ここで販売されて
いるプラモデルは精密でとても品質が高いものばかりです。
このお店に立ち寄って楽しんで下さい。もし時間があれば何か
作ってみましょう。

open: 10:00–20:00 (Sundays –19:00)
closed: Thursdays
In front of Kushiro Station, about 15–20 minutes
walk from Nusamai Bridge.
☎ 0154-22-2269
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Washo Market
和商市場

Map A → 2

There are many
shops in this market.
This is a kind of
kitchen for people
living in Kushiro.
この市場にはたくさんのお店が
あります。こちらは釧路に住む人々
の台所のようなところです。

Katte-don
(rice bowl topped
with seafood)

open: ８:00–18:00
closed: Sundays, except most shops are open even
on Sundays from April 29th to October 31st.
Please check business days in advance.
or
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About 15–20 minutes on foot or five minutes
by taxi from Nusamai Bridge.
☎ 0154-22-3226

くしろ丹頂市場
Kushiro
Tancho Market

Map A → 3

There are many shops in this market
like Washo Market. There is a very
popular ramen shop too. Another
popular shop is the one that sells
crabs.
和商と同様にたくさんの
お店があります。非常に有
名なラーメン店もあります。
また、カニの店も大変人気
があります。
☎ 0154-22-5948

open: ６:00–17:00
closed: Sundays

or
About 15–20 minutes on foot
or five minutes by taxi from
Nusamai Bridge.
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Arts and Crafts

Ishii Beikokuten
石井米穀店

Map A → 22

This is a general store. It’s very close
to Nusamai Bridge. You can find many
kinds of tableware. They also sell
beautiful arts and crafts. This shop is
very popular with foreign visitors.
こちらは雑貨店で、幣舞橋のとても
近くにあります。たくさんの食器を見
られます。美しい美術工芸品も販売し
ています。このお店は外国人客にとて
も人気があります。
open: 9:00–17:00
closed: Sundays
A few minutes walk from
Nusamai Bridge.
☎ 0154-22-3634
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Tea Shop

Sugimotoen Chaho
杉本園茶舗

Map A → 16

Japanese green tea has become very
popular abroad. We Japanese drink
green tea very often and live long.
Foreigners think green tea is very
healthy. This shop sells many kinds of
tea. You can find good tea here.
日本の緑茶は海外でとても人気のある飲み物になりました。
私たち日本人は緑茶をよく飲み長生きします。外国人は緑茶
がとても健康に良いと思っています。このお店はいろいろな
種類のお茶を販売しています。ここで良いお茶を見つけられ
ます。
About 10 minutes walk
from Nusamai Bridge.

open: 9:00–18:30
closed: Sundays
☎ 0154-22-0128
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Sato Kamiten
Stationery Shop
佐藤紙店

Map A → 13

This shop sells very high quality
stationery. Japanese letter paper and
envelopes are very popular with
travelers.
このお店はとても品質の高い文房具を販売しています。
日本の便箋や封筒は旅行者にとても人気があります。
About 10 minutes walk
open: 9:30–19:00
from Nusamai Bridge.
closed: mostly Sundays
(If an event is held on Sun.,
it is open from 10:00–18:00.)
☎ 0154-22-1311
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Marumo Hata
Gofuku Ten
モ

畑呉服店

Kimono Shop

Map A → 9

This is a kimono shop. They sell mainly
Japanese kimonos and belts, obi.
There are also cute chirimen* goods.
Japanese clothes are really beautiful.
こちらは着物のお店です。主に日本の着物と帯を販売して
います。また、かわいらしい縮緬（ちりめん）の品物も販売
しています。日本の着物は本当に綺麗です。
open: 9:30–18:00
closed: Thursdays

About 15 minutes walk
from Nusamai Bridge.

* chirimen: cloth called court silk or cotton crepe
縮緬(ちりめん)： 御召縮緬（おめしちりめん）あるいは
綿縮みという布地
☎ 0154-22-4104
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Sundrug
Asahi-machi Shop
サンドラッグ 旭町店

Map A → 28

This shop sells a lot of medicine,
cosmetics, baby products and so on.
There are YAMADA-DENKI (electrical
equipment store) and Big House
(supermarket) on both sides.
このお店は医薬品や化粧品等を
販売しています。ヤマダ電機 (電
化製品の店) とビッグハウス (ス
ーパーマーケットが両隣りにあり
ます。
or

About 15 minutes on foot
or 10 minutes by taxi from
Nusamai Bridge.
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open: 10:00–21:45
everyday
☎ 0154-32-3355

Tsuruha Drug
Kawakita shop
ツルハドラッグ川北店

Map A → 27

You can buy medicine, food, household
goods and so on. This shop is very
helpful for travelers. DAISO (100-yen
shop) and the Big (supermarket) are
next to this shop.
このお店では薬や食品、家庭
用品等が買えます。旅行者にと
ても役に立つお店です。ダイソ
ー（100円ショップ）とザ・ビ
ッグ（スーパーマーケット）が
この店のとなりにあります。

Daiso photo

or
open: everyday
9:00–21:00
☎ 0154-21-7011

About 20 minutes on foot
or 10 minutes by taxi
from Nusamai Bridge.
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Kushiro Fisherman’s
Wharf (MOO)
フィッシャーマンズワーフ (ムー)

Map A → 24

MOO means
Marine
「海は
Our
私達の
Oasis. 憩いの場」
This complex has many restaurants
and shops. There are duty-free shops
and a post office.
このビル（総合ビル）にはレストランやお店がたくさん
あります。免税店や郵便局もあります。
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There are many
souvenir shops
in MOO.
They are very
popular with
foreign visitors.
ムーには土産物がたく
さんあります。外国人客
に大変人気があります。

open: every day
10:00–19:00
(July & August: 9:00–19:00)

☎ 0154-23-0600
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Cultural
Facilities
&
Banks
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Kushiro City
Museum of Art
釧路市立美術館

Map B → 31

There are excellent works of domestic
and overseas artists. Also they exhibit
works by local artists.
国内や海外のアーティストの素晴らしい作品が
展示されています。同様に地元のアーティストの
作品も展示しています。

On the 3 rd floor of
Manabotto Nusamai
open: 10:00–17:00
closed: Mondays
About 10 minutes on foot.
Walk up the slope near
Nusamai Bridge.

Entrance fee: depending on
the exhibit.
入場料：展示するものによって
異なります。

☎ 0154-42-6116
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Kushiro Art Museum,
Hokkaido
北海道立釧路芸術館

Map A → 23

You can enjoy many kinds of art:
Japanese-style paintings, oil paintings,
sculptures, engravings, photographs
and so on.
多くの種類の芸術を楽しめます。
日本画、油絵、彫刻、彫版、写真など。
Entrance fee: depending on the exhibit.
（入場料）（展示するものによって異なります）
open: 9:30–17:00
closed: Mondays. If Monday is a holiday,
open on Monday, closed on Tuesday.
About five minutes walk
from Nusamai Bridge.
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☎ 0154-23-2381

Kushiro City Museum
釧路市立博物館

Map C → 52

This museum offers information on the
geography, history and climate of
Kushiro. This museum also offers much
about the Ainu.
この博物館は釧路の地理、歴史、気候などの情報を提供して
くれます。また、この美術館はアイヌ民族についても多くのこ
とを教えてくれます。
◆adults: ¥480
◆high school students: ¥250
◆students junior high and under: ¥110
◆pre-school and infants: free
open: 9:30–17:00
closed: Mondays. If Monday is a holiday,
open on Monday, closed on Tuesday.
or

About half an hour on foot or 10 minutes
by taxi from Nusamai Bridge.
☎ 0154-41-5809
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Kushiro
Children’s
Museum
(KODOMO YUGAKUKAN)
釧路こども科学館（遊学館）

Map A → 8

There are a lot of scientific exhibits.
People can do many science experiments.
Not only children but also adults can
learn a lot about science. This museum
contains a planetarium.
たくさんの科学的な展示物
があり、いろいろな科学の実
験ができます。子どもだけで
なく大人も科学について学ぶ
ことができます。ここにはプ
ラネタリウムもあります。

◆ adults: ¥600
◆ high school students: ¥240
◆ students junior high and
under: ¥120
◆ pre-school and infants: free

planetarium additional charge (¥380, ¥140, ¥100)
open: 9:30–17:00
closed: Mondays, but it’s irregular. Please call
and check before you visit this museum.
About 15 minutes walk
from Nusamai Bridge.
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☎ 0154-32-0122

Kushiro Citizens
Activity Center
釧路市民活動センター わっと

◇◆ Community meeting and
information sharing place ◇◆
（地域で会合をしたり、情報を共有する施設）
Map A → 20

Rental Bikes are available.
（レンタル自転車をご利用できます） 10:00–19:00

TULLY’S COFFEE is in the
same building.
タリーズコーヒーは同じ建物
の中にあります。

open: 10:00–22:00
(Sundays–19:00)
closed: 4th Sundays
We call this center “WATTO.”

About five minutes walk
from Nusamai Bridge.
☎ 0154-22-2232
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Kushiro Central Library
釧路中央図書館

Map A → 10

Kushiro Central Library is on the 4th
to 7th floors of the Hokkaido Bank
building. Hokkaido Bank is on the 1st
(or ground) floor.
釧路中央図書館は北海道銀行のビル
の４階から７階にあります。北海道銀
行は１階です。

北大通10-2-1
☎ 0154-64-1740

open: 9:30–19:30
closed: Mondays. If Monday
is a holiday, closed Tuesday.
Also closed the last Friday
every month.

There are many banks in this area. You can
exchange money in these banks.
この地域にはたくさん銀行があり、これらの銀行で両替できます。

Hokkaido Bank
Kushiro Branch

北海道銀行 釧路支店

open: 9:00–15:00
closed: Saturdays, Sundays
and holidays
北大通10-2-1
☎ 0154-23-3111
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Mizuho Bank
Kushiro Branch
Map A → 15

みずほ銀行釧路支店
open: 9:00–15:00
closed: Saturdays,
Sundays
and holidays
釧路市北大通7-2
☎ 0154-22-2131

Hokuyo (North Pacific) Bank
Kushiro Chuo Branch
Map A → 17

北洋銀行釧路中央支店
open: 9:00–15:00
closed: Saturdays,
Sundays
and holidays
釧路市北大通6-2
☎ 0154-23-5111
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Hokuriku Bank
Kushiro Branch
Map A → 11

北陸銀行釧路支店
open: 9:00–15:00
closed: Saturdays,
Sundays
and holidays
釧路市北大通10-1-4
☎ 0154-22-5126

Yucho Bank
Kushiro Branch
Map A → 4

ゆうちょ銀行釧路支店
open: 9:00–15:00
closed: Saturdays,
Sundays
and holidays
釧路市幸町13-2-1
☎ 0154-22-5080
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Parks,
Shinto Shrine,
Buddhist Temples,
and
Churches
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Tsurugadai Park
鶴ケ岱公園

Map C → 48

The second bridge from the river mouth
is Kusuri Bridge. This park is not so far
from the bridge. There is a gymnasium
for martial arts here, too. Also there
are a Japanese tea house and garden in
a corner of this park.
河口から２番目の橋が久寿里橋です。この公園はこの橋
からあまり遠くはありません。ここには武道館もあります。
また、この公園の一角には茶室と日本庭園があります。

or

Less than 15 minutes
on foot or less than ten
minutes by taxi from
Nusamai Bridge.
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Yonemachi Park
米町公園

Map B → 34

There are many temples and a shrine in
this area that used to be the center of
Kushiro. You can look at the port below
your eyes. Itsukushima Shinto Shrine is
next to this park. If you walk around this
area, you’d better start from this park.
かつて釧路の中心だったこの地域には、
多くのお寺や神社があります。眼下に港
(釧路港) を見渡すことができます。
厳島神社はこの公園の隣にあります。
もしこの地域を散策するのであればこの
公園 からスタートしたら良いと思います。
注

or

used to be ～ = （かつて）～であった

About 25 minutes on foot or less than ten
minutes by taxi from Nusamai Bridge.
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Itsukushima
Shinto Shrine
厳島神社

Map B → 35

This Shinto Shrine is a place dedicated
to God. It was erected in 1805. At that
time people prayed for a big catch and
safety at sea. It is connected with the
Itsukushima Shrine in Hiroshima.
神社とは神様を祀るところです。この神社は1805年に
建立されました。当時人々は大漁や海の安全を祈願しまし
た。広島県の厳島とつながりがあります。
注

宗教の違う欧米人には分祀の理解は難しい
ので「つながりがある」とだけ英訳しました。

or

About 30 minutes on foot or less than ten
minutes by taxi from Nusamai Bridge.
☎ 0154-41-4485
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Buddhist Temples
Monmyo-ji
Jodoshinshu Higashi
Hongan-ji Sect
聞名寺
浄土真宗
東本願寺派
☎ 0154-41-5852
Map B → 40

Hongyo-ji
Jodoshinshu
Hongan-ji Sect
本行寺
浄土真宗
本願寺派
☎ 0154-41-5329
Map B → 36

Hokke-ji
Nichiren Sect
法華寺
日蓮宗
☎ 0154-42-4981
Map B → 41

or

About 30 minutes on foot or less than ten
minutes by taxi from Nusamai Bridge.
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Daijo-ji
Jodo Sect
大成寺
浄土宗
☎ 0154-41-2765
Map B → 42

Joko-ji
Soto Sect
定光寺
曹洞宗
☎ 0154-41-4318
Map B → 43

Saitan-ji
Koyasan Shingon Sect
西端寺
高野山真言宗
☎ 0154-41-3389
Map B → 44

or
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About 30 minutes on foot or about ten
minutes by taxi from Nusamai Bridge.

Churches

教会

Kushiro St. Paul Church
(Anglican Episcopal)
釧路聖パウロ教会
Map B → 37

☎ 0154-41-3696

United Church of
Christ in Japan,
Kushiro Church
日本基督教団釧路教会
Map B → 32

☎ 0154-41-2380

Catholic Kushiro
Church
カトリック釧路教会
Map A → 7

☎ 0154-22-5823
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National parks
in the eastern Hokkaido

Akan-Mashu
Kushiroshitsugen
Shiretoko
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Kushiroshitsugen
National Park 釧路湿原国立公園

This particular area is Japan's largest
wetland, which consists of 30% of the
moors that are found in Japan.
Additionally, there is an observatory
that has exhibition rooms overlooking
Kushiro Marsh.
この地域は日本最大の湿原
(湿地) で、日本の湿原の30%
を占めています。また、資料
展示室のある展望台があり、
釧路湿原を見渡せます。

About 30 minutes by bus
from Nusamai Bridge.
☎ 0154-56-2424

open: November–April
9:00–17:00
May–October
8:30–18:00
closed: December 31st
–January 3rd
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Akan-Mashu
National Park

阿寒摩周国立公園

The area is renowned for its abundant
nature, and Lake Akan is known for
being the habitat of Moss Balls
(Marimo algae). The village of Akanko
Ainu Kotan is by this lake.
この地域は豊かな自然で
有名で、阿寒湖はマリモの
生育地としても知られてい
ます。阿寒湖アイヌコタン
（集落）はこの湖のそばに
あります。

This lake is one of the world’s most
transparent lakes. The beautiful surface
color is called “Mashu blue.“ Lake
Mashu, which in the Ainu language is
"Kamuy-To,“ means “god lake.”
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世界有数の透明度を誇る
湖の一つです。美しい湖面
は「摩周ブルー」と呼ばれ
ています。摩周湖はアイヌ
語で「カムイ・トー」と言
いますが、「神の湖」を意
味します。

Shiretoko
National Park

知床国立公園

The Shiretoko peninsula is a natural
treasury. There are a lot of precious
wild animals and plants here. This
area was registered as a World
Heritage Site in 2005.
知床半島は自然の宝庫
です。ここには貴重な動
植物が多く、2005年に
世界遺産に登録されまし
た。

Shiretoko Goko is a cluster of five
small lakes, located mysteriously in
the midst of primeval forests. You will
never fail to be moved by the beauty.
知床五湖は原生林の中
に神秘的にたたずむ小さ
な5つの湖です。その美
しさにきっと感動するで
しょう。
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あとがき
一昨年の秋、このガイドブックの改訂版を出
版しました。観光客を案内するときに、私たち
市民の誰もが使えるように簡単な英語の説明を
つけました。
今回は道東の国立公園や夕焼けの観光につい
のページ等も加えました。今後もさらに充実し
たものを目指します。ご意見やご要望がござい
ましたら実用英語ゼミ担当の私までご連絡下さ
い。
ご協力いただいた皆様に深く感謝申し上げ併
せて本書が有効に活用されることをご祈念申し
上げます。
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釧路短期大学 専任講師 岩松 恵
（実用英語ゼミ 担当）

連絡先 釧路短期大学 岩松研究室
釧路市緑ヶ岡1-10-42
TEL 0154-41-0131 (代表）
0154-68-5019 (研究室直通)
E-mail: iwamatsu@midorigaoka.ac.jp
antrick36@yahoo.co.jp
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