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伊 豆 急行株式会社 

                         東京急行電鉄株式会社 

 

伊豆急行株式会社（以下、伊豆急行）と東京急行電鉄株式会社（以下、東急電鉄）は、伊豆急下田駅の「ペンギン

駅長」に続き、５月３日（木・祝）に伊豆高原駅で「ヨガ駅長」「落語家駅長」「DARA（ダラ）駅長」の任命書贈呈式を開催

します。任命書贈呈式とあわせ、「ヨガ駅長」「落語家駅長」は伊豆高原駅で、「DARA（ダラ）駅長」は５月５日（土）に 

城ヶ崎海岸駅でそれぞれイベントを実施します。 

また、５月３日（木・祝）に渋谷で行われる「鉄道フェスティバル２０１２ ｉｎ ＳＨＩＢＵＹＡ」に元伊豆急行運転士の「尼さ

ん駅長」と「下田生まれのアナウンサー駅長」の２組のオモシロ駅長が特別ゲストとして登場します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昨年、伊豆急行が開業５０周年を迎えたことを契機に、両社が伊豆地域のさらなる活性化に取り組んでいます。そ

の第１弾企画である「オモシロ駅長」は、伊豆を愛し、伊豆を再び元気にすることに情熱を持って行動していただける

方々と共に力を合わせて伊豆観光をＰＲしていくことを目的とし、２０組の駅長が選出されました。 

この他の「オモシロ駅長」担当駅および活動時期・内容の詳細は、決定次第、随時、両社から発表します。 

詳細については、別紙の通りです。 
 

 

以   上 

 

 

【伊豆急行 オモシロ駅長 NEWS②】 

ゴールデンウィークに「ヨガ駅長」「落語家駅長」「DARA（ダラ）駅長」が活動開始！ 

～５月３日（木・祝）渋谷の「鉄道フェスティバル」にも２組のオモシロ駅長がゲスト出演～ 

＜任命書贈呈式およびイベントの詳細＞ 

 

■５月３日（木・祝） 

 ＜伊豆急行線伊豆高原駅＞ 

  ・「ヨガ駅長」「落語家駅長」「DARA（ダラ）駅長」任命書贈呈式（１４時３０分～、改札前ホール） 

  ・「ヨガ駅長」によるヨガ体操（１２時２０分～ やまもプラザ広場、１４時４０分～ 改札前ホール） 

  ・「落語家駅長」による落語会（１５時１５分～ 改札前ホール） 

 ＜東横線渋谷駅＞ 

  ・「尼さん駅長」、「下田生まれのアナウンサー駅長」による「鉄道フェスティバル２０１２ ｉｎ ＳＨＩＢＵＹＡ」での 

   トークショー（１４時３０分～１５時００分 東京都渋谷区 東急百貨店東横店） 

 

■５月５日（日） 

 ＜伊豆急行線城ヶ崎海岸駅＞ 

「DARA（ダラ）駅長」による伊豆の魅力ある商品を紹介・販売する「城ヶ崎海岸市場」（１０時～１６時 駅構内） 



【別紙】            

 

■５月３日（木・祝） 

場所 伊豆急行線伊豆高原駅（改札前ホール） 

内容 （１）任命書贈呈式（１４時３０分～） 

①伊豆急行を代表して、伊豆急下田駅長からご挨拶 

②伊豆急下田駅長から任命書の贈呈 

③「ヨガ駅長」「落語家駅長」「DARA（ダラ）駅長」の紹介 

    （２）イベント 

      ①「ヨガ駅長（chama）」 

就任駅：伊豆高原駅 

時 間：１２時２０分～、１４時４０分～ （各３０分） 

場 所：伊豆急行線伊豆高原駅（やまもプラザ広場・改札前ホール） 

内 容：ヨガ体操の実施 

         ②「落語家駅長（橘ノ圓満さん）」 

就任駅：伊豆北川駅 

時 間：１５時１５分～ （約４５分） 

場 所：伊豆急行線伊豆高原駅（改札前ホール） 

※今回は伊豆高原駅に出張しての活動となります。 

内 容：落語会 

 

■５月５日（土） 

   「DARA（ダラ）駅長（鈴木真紀子さん、辻野敦子さん）」 

就任駅：城ヶ崎海岸駅 

場 所：伊豆急行線城ヶ崎海岸駅 

内 容：伊豆の魅力ある商品を紹介・販売する城ヶ崎海岸市場 vol.1「伊豆ピクニック日和」 

時 間：１０時００分～１６時００分 

 

■鉄道フェスティバル２０１２ ｉｎ ＳＨＩＢＵＹＡ 

５月３日（木・祝）～５月８日（火）に東急百貨店東横店（東京都渋谷区）で開催される「鉄道フェスティバル 

２０１２ ｉｎ ＳＨＩＢＵＹＡ」に「オモシロ駅長」が登場し、伊豆急行をＰＲします。 

 

（１）出演日 ２０１２年５月３日（木・祝） 

（２）場  所 東急百貨店東横店（渋谷）「鉄道フェスティバル２０１２ ｉｎ ＳＨＩＢＵＹＡ」会場 

（３）時 間 １４時３０分～１５時００分 

（４）内  容 「オモシロ駅長」の元伊豆急行運転士「尼さん駅長（金田かなみさん）」と「下田生まれのアナウンサー 

        駅長（小林桂果さん）」の２組が特別ゲストとして登場し、伊豆急行のＰＲを行います。 

※「尼さん駅長」「下田生まれのアナウンサー駅長」については、現在、活動駅および活動内容を最終 

  調整中です。両名とも現地で活動を開始する際、改めて任命書贈呈式を行う予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

以    上 「尼さん駅長」 「下田生まれのアナウンサー駅長」 



【オモシロ駅長 資料】 

 

１． 伊豆高原駅「ヨガ駅長」（２０１２年５月３日就任）のプロフィール 

（１）愛称名 ｃｈａｍａ（チャマ）先生 

（２）経 歴 １９６７年生まれ。ＴＯＫＹＯＹＯＧＡディレクター・ヨガインストラクターで 

（株）TYG 代表取締役。レゲエクラブ経営、テレビや CMの企画・制作、 

海外修行、ヨガ講師アシスタントなどを経て、ヨガ講師となる。「ヨガで世 

界を明るくする」をコンセプトに活動する株式会社 TYGの代表取締役で 

あり、渋谷・青山・大阪においてヨガスタジオを運営し、ヨガ講師として日 

本各地はもとより、韓国や香港のヨガイベントにて活躍する。 

日本で最も読まれているヨガフリーペーパー「YOGAYOMU」、ヨガ愛好家に人気の「ヨガ手帳」の 

発行人をつとめ、ヨガブランド「samavsm」のディレクションを行うなどさまざまなツールやプロジェク 

トを通じたヨガの普及に力を注ぐ。 

３月１１日後は「YOGA AND MUSIC チャリティ・リトリート in 東北」の発起人として、ヨガを通じ 

た被災地支援活動にも携わる。 

現在、生活の拠点を伊豆高原に持ち、伊豆高原で過ごす時間を活動の原動力としている。 

 

２．伊豆北川駅「落語家駅長」（２０１２年５月３日就任）のプロフィール 

（１）芸  名 橘ノ圓満（たちばなのえんまん） 

（２）経  歴 １９６４年生まれ。東京都台東区出身。１０年前に以前からの 

夢であった落語家としての道を歩む。現在は落語芸術協会「二つ目」。 

出囃子は「赤猫（あかねこ）」 

毎年、北川温泉の旅館で初笑いの仕事を行っている。 

■芸   歴  ２００２年２月三代目橘ノ圓に入門。前座「橘ノ冨多葉」 

２００２年３月３日新宿末廣亭にて初高座「道灌」 

２００６年１１月橘ノ圓満と改名、二つ目昇進 

■得意ネタ  穴子でからぬけ、金明竹、試し酒、転失気、子ほめ、寿限無、時そば、ほうじの茶、豊竹屋 

■出演実績 浅草演芸ホール、新宿末廣亭などの都内各寄席、江戸東京博物館、外洋船ぱしふぃっくび 

いなす号カムチャッカクルーズ船上公演（２００５、２００６年）、文化庁主催移動芸術祭（四国公 

演、北陸公園）、都民寄席（市部及び御蔵島公演）など一都一道一府二十三県にて公演。 

 

３．城ヶ崎海岸駅「ＤＡＲA（だら）駅長」（２０１２年５月５日就任）のプロフィール 

 

（１）愛称名 ＤＡＲＡ（だら） 

        ※DARA（だら）とは 

         伊豆出身の二人がつくるユニット。伊豆の方言で「～でしょ」という言葉を 

「～だら」と言います。“海だら、山だら、温泉だら。人も気候も温暖だら。” 

そんな魅力の詰まった伊豆で、「だらだらゆるりしてほしい」という想いで 

伊豆の上質な暮らしの情報を中心に紹介する伊豆コンシェルジュ。     「ＤＡＲＡ」ロゴマーク 

（２）経 歴  ①ＤＡＲＡ／鈴木真紀子（すずきまきこ） 

伊東市出身、東京都在住。デザインワークス「kifaranga」主宰。企業ＰＲなどを経て、ディレクターとして

プロモーションの企画から制作に携わる。ワインエキスパートの知識を活かし、日本の飲み物を紹介す

る。「たたみぜ」活動も行っています。 

②ＤＡＲＡ／辻野敦子（つじのあつこ） 

伊豆の国市出身、Ｕターンで現在、田方郡函南町在住。現在は製作会社にてサイト制作を担当する 

ＷＥＢデザイナー。伊豆のポータルサイト「伊豆さんぽ」を運営している。 

 



【鉄道フェスティバルに出演する「オモシロ駅長」】 

 

１．「尼さん駅長」（金田かなみさん） 

  東伊豆町在住。曹洞宗・来宮山東泉院 

（らいぐうさん とうせんいん）の副住職（僧名：金田祥道） 

  １９９８年 伊豆急行㈱に入社し運転士となる 

  ２００６年 得度（僧侶として活動開始） 

  ２００７年 上山（名古屋の曹洞宗寺院で修行） 

  ２０１１年 東泉院の副住職となる 

 

２．「下田生まれのアナウンサー駅長」（小林佳果さん） 

  下田生まれ。学生時代は特急スーパービュー踊り子号の 

アテンダントを行う。 

  現在は、フリーアナウンサーとしてキャスターやレポーター、 

ラジオパーソナリティーなどの仕事を行う(ＦＭサルースでは 

鉄道番組を放送中)。 

以   上 



（参考）オモシロ駅長一覧 

  氏名（読み） 就任駅 性別等 年齢 駅長名 

1 
古谷 あつみ 

（フルヤ アツミ） 
― 女 25 鉄道科せんせい駅長 

2 
富戸小学校 

（フトショウガッコウ） 
― 学校 - 富戸小学校駅長 

3 
鈴木 真紀子 

（ｽｽﾞｷ ﾏｷｺ） 
城ヶ崎海岸駅 女 - ＤＡＲＡ（ダラ）駅長 

4 
Chama 

(チャマ) 
伊豆高原駅 男 44 ヨガ駅長 

5 
伊豆シャボテン公園 

(イズシャボテンコウエン) 
― キャラクター - カピーバ駅長 

6 
橘ノ圓満 

(タチバナノ エンマン) 
伊豆北川駅 男 48 落語家駅長 

7 
北川 恵美 

(キタガワ エミ) 
― 女 22 女子大生駅長 

8 
金田かなみ 

(カネダ カナミ) 
― 女 34 尼さん駅長 

9 
伊豆アニマルキングダム 

(イズアニマルキングダム) 
― 動物 35（推定） おしゃべりアッコちゃん駅長 

10 
キンメダロウ 

(キンメ ダロウ) 
― キャラクター 不明 金目鯛キャラ駅長 

11 
稲葉 修三郎 

(イナバ シュウザブロウ) 
― 男 87 かわづ昔話駅長 

12 
河津バガテル公園 

(カワヅバガテルコウエン) 
― キャラクター 10 ガッテルくん駅長 

13 
横山 一浩 

(ヨコヤマ カズヒロ) 
― 男 50 アユ釣り友駅長 

14 
延藤 勝実 

(エンドウ カツミ) 
― 男 32 いちごいちえ駅長 

15 
石野田 奈津代 

(イシノダ ナツヨ) 
― 女 31 シンガーソングライター駅長 

16 
小林 佳果 

(コバヤシ ケイカ) 
― 女 - 下田生まれのアナウンサー駅長 

17 
下田海中水族館 

(シモダカイチュウスイゾクカン) 
伊豆急下田駅 動物 - ペンギン駅長 

18 
逢沢 夏海 

(アイザワ ナツミ) 
― アニメ 中学２年生 夏色キセキ駅長 

19 
小原 達也 

(コハラ タツヤ) 
― 男＋キャラクター 47 オリジナルキャラ！駅長 

20 
高見 こころ 

(タカミ ココロ) 
― 女＋キャラクター 27 ゆるキャラ駅長「のもっち」 

 

※上記の情報は４月２６日時点のものです。今後の調整の状況によって内容が変わる可能性があります。 

 

以   上 


