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　伊豆高原は広大な原生林に囲まれた、起伏に富む天城の溶
岩台地から成り立っています。
　澄んだ空気、温暖な気候など自然に恵まれたこの未開発で
あった荒野を開発し、新しい街づくりが始まりました。
　昭和36年12月伊豆急行線の開通を契機に、東京から2時間
15分という交通事情の改善に伴い、伊豆の未踏の地にもにわ
かに人々がやってくるようになった頃、都会の世俗化した住宅地
とは異なった静かな自然の中に別荘地を造りだそうと伊豆高原分

譲地は誕生しました。
　半世紀前の昭和37
年9月から伊豆高原分
譲地第１期造成工事
（第1次～第9次地区、
664,000㎡、858区画）

伊豆高原分譲地の誕生今昔物語①

が着手され、昭和38年2月には、伊豆高原第1次分譲販売（115
区画）が始まりました。
　造成工事・分譲が始まった段階におきましても、まだ解決しなけ
ればならない問題が残っていました。それは飲料水の問題です。
先原三里といわれた溶岩台地において飲料水を確保することは
難問題でありましたが、矢筈山麓（池地区）に深井戸を掘り、給水
をすることで問題は解決されました。
　昭和38年6月に伊豆高原水道事業が静岡県知事より認可さ
れ、翌39年2月には人々の暮らしに欠かせない「水」の供給が開
始されました。

分譲地造成工事が始まった
頃の伊豆高原の様子

伊豆高原駅から大室
山に向かう約3kmの
桜並木では、開花時
期の3月下旬から4月
上旬に「伊豆高原桜ま
つり」が開催されます。

地域情報誌「自遊時彩」の発刊にあたり
　伊豆急グループは過去、半世紀以上にわたり、伊豆高原の開発・販売を手がけ、日本有数の別荘分譲地としての評価をいただいてまい
りました。私共が誇るこの伊豆高原において、お客様が健康に過ごしていただくと共に、自分なりの楽しみ方・遊び方を見つけ人生に自分
流の彩りを与える、そんなコミュニティの場を提供したいという思いから「自遊時彩」という名称をつけさせていただきました。
　今後も私達は、先人達が築き上げた伊豆高原というブランド価値を守り、更に向上すべく、お住まいになっている皆様のお力を借りなが
ら、努力してまいりたいと存じます。　　　　　　　　　　　　　　　　 

事務局からのお知らせ
　地域情報誌「自遊時彩」の発刊に合わせて、ご利用のお客様により良いサービスをご案内する一環として、「伊豆高原メンバーズクラブ」
を創設することとなりました。（入会金・年会費・更新手数料無料）
　詳しくは、【地域情報誌「自遊時彩」発刊と「伊豆高原メンバーズクラブ」会員募集のお知らせ】をご覧ください。
　「自遊時彩」は会員同士の掲示板も兼ねております。皆様からの情報をお待ちしております。

現在の伊豆高原・桜のトンネル

伊豆急沿線の いちおしイベント

（下田ロープウェイ）
●会場：寝姿山山頂（伊豆急下田駅目の
前）●時間：9：00～17：00（季節により若干
変更もございます。）●料金：往復乗車券大人
1,000円、小人500円●お問い合わせ：℡０
５５８-２２-１２１１（下田ロープウェイ）★伊豆高
原メンバーズクラブ会員の方は「往復乗車
券」を3割引にてご購入いただけます。
リトルエンジェルは、ノボタン科の植物で、咲き
始め時期は中心部分が白く外側が紫色の花
ですが、やがて全体がピンク色となり、さらに

「ムーンロード」は、満月の前後、月が
一層輝く夜に現れ、月光が海面に描
き出す月の道。
東伊豆町では日の出と同じように水
平線から昇る神秘的な「月の出」を見
ることができます。
月の輝く夜に「ムーンロード」にお祈り
をすると、きっと願いが叶う・・・。
そんな言い伝えも信じたくなる魔法の
ようなひとときを、ぜひご体感ください。

10月下旬～12月上旬  下田

寝姿山のリトルエンジェル

稲取のお月見会とレーザーショー
「月を奏でる粒子たちin稲取温泉」
●日時：10/18（金）～19（土）、19：30
～20：30●会場：稲取天草干場・むか
い庵（伊豆稲取駅より徒歩10分）

黒根岩風呂

星月夜とキャンドルの優しいゆらぎ
「満月と星空 熱川温泉キャンドルナイト」
●日時：10/19
（土）、20：00～
21：00●会場：
熱川海岸（伊豆
熱川駅より徒歩5
分）

10/18（金）～20（日） 東伊豆町

東伊豆まち温泉郷［謝月祭］

※イベントにつきましては
　事情により変更の場合がございます。

5m以上の炎があがる勇壮な手筒花火

「炎艶美～月と手筒と潮騒の競演」
●日時：10/19（土）、20：00頃～
●会場：片瀬海岸（片瀬白田駅より
徒歩5分）

赤紫色へと変化する不思議な花で
す。｢伊豆三景｣に数えられる寝姿山
山頂からの美しい景色とともに、訪れ
る方々の目を楽しませてくれます。
　また、愛染堂を出てしばらく山道を
歩いていくと、寝姿山森林公園に出ま

す。一面ツワブキの黄色い花で絨毯の
ように埋め尽くされています。ツワブキ
は１１月初旬から１２月上旬頃までが見
頃です。秋の散歩で少し足を伸ばして
見ませんか？
開花状況はHPでも確認頂けます。
http://www.ropeway.co.jp

○各種イベントのお問い合わせは：℡０５５７-９５-０７００（東伊豆町観光協会）

～たちえんび～

おすすめ
スポット
　　北川温泉・波打
ち際の露天風呂「黒
根岩風呂」でお風呂
につかりながら夜空
に浮かぶお月見が楽
しめます。10月19日
の月の出は17：08
頃です。ロマンチック
なひとときをお過ごし
ください。

《入浴時間》
午前の部/

6：30～9：30
午後の部/

13：00～22：00
女性専用タイム/

19：00～21：00
●料金：600円

お問い合わせ：0557-23-3997（北川温泉観光協会）

北川漁港からの景観

※雨天中止

伊豆急行株式会社・株式会社伊豆急コミュニティー　取締役社長　永 瀬   巌
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ポットホールとは岩の窪みや裂け目に石が入り、その石が
水流によって動いて周りの岩を削ってできた丸い穴を指し
ます。こちらのポットホールの大きさは直径７０センチくらいと
言われていて、城ケ崎海岸の見所の一つです。また、伊東
市の天然記念物に指定されています。
※足元にご注意ください。

伊豆高原温泉の歴史

昭和３８年４月 湯の沢 源泉地

鉄道沿いの配湯パイプライン

昭和３８年７月 湯の沢 引湯トンネル

　当社が事業展開しております「伊豆高原温泉供給事業」は、伊豆
急行線の伊豆高原駅を中心にして東西約120万坪にもおよぶ分譲
地の各区画へパイプラインによって供給され、24時間いつでもご利
用いただけるのが特徴です。
　現在、別荘をはじめマンションや宿泊施設等の営業施設も含めお
よそ２，７００件（平成２５年現在）のお客様にご利用いただき、民間企
業で行っている温泉供給事業では日本最大規模となります。

　昭和３６年に伊東－下田間に伊豆急行線が開通し、水も温泉も湧出しないと言われていた
大室山裾の溶岩台地を分譲開発し、「伊豆高原に温泉を引く」という奇想天外なアイディアが
浮上したのは、伊豆急行線開通の翌年昭和３７年２月のことでした。
　そして、昭和３９年３月に総工費２億円におよぶ引湯工事が着工する運びとなりました。工事
は直径20ｃｍ、延長11ｋｍにおよぶパイプラインの敷設、１０台270kwにのぼるポンプ機器設
置、パイプ内温度の降下計算等を行い、昭和３９年１０月１日に日本一と言われる引湯管を湯
の沢（片瀬地区）から伊豆高原へと通湯し、「伊豆高原温泉」が誕生しました。

分譲地へと続く配湯パイプライン

伊豆東海岸は見どころ満載！！

小室山
川奈駅－富

戸駅間

河津来宮神
社　大楠

河津駅－稲
梓駅間

かんのん浜
ポットホー

ル

城ヶ崎海岸
駅－伊豆高

原駅間

田牛　龍宮
窟

伊豆急下
田駅

約1万5,000年前に噴火した伊豆東部火山群のひとつで
す。山頂には約4万年分の火山の歴史を記録した地層の
標本が設置されております。山頂までは一人乗りリフトで登
ることができ、伊豆の山々や伊豆諸島が、また天候の良い
日は遠く富士山を見渡すことができる絶景ポイントの一つ
です。

来宮神社の大楠は樹齢1,000年余りと言われており、高
さ24ｍ、幹周りは14ｍあります。伊豆を代表する巨樹として
国の天然記念物にも指定され、パワースポットとしても近
年注目を集めています。

【伊豆急全線ウォークとは？】　伊豆急行線（伊東駅～伊豆急下田駅）
の各駅間（13区間）の完歩を目指すウォーキング企画です。1区間ウォー
キングしていただくごとに、「オリジナルバッジ」を区間賞として1個プレゼン
ト。全線完歩すると右のようなコレクションボックスを差し上げます。

平成25年9月1日～平成26年5月31日
伊東駅～伊豆急下田駅の各駅間の完歩を目
指すウォーキング企画（全13区間 約78.2km）
1区間ごとに入場券160円（伊東駅は140円）
をご購入いただきます。
8：00（スタート）～17：00（ゴール）
※駅によりスタート時間が異なります。

開催期間
内 容

参加費用

受付時間

伊豆東海岸エリアの美しい風景や名所を楽しみながら、みんなでウォーキングしてみませんか？

コレクションボックス
完成イメージ

龍宮窟は伊豆を代表
する奇 観の一つで
す。直径約40mの海
食洞と呼ばれるトンネ
ルの天井が崩れて
ぽっかり空いた神秘
的な洞窟で、天井か
ら降り注ぐ太陽の光
がなんとも幻想的で
す。また、ハート形に
見えるビュースポット
があり、パワースポット
として人気が高い場
所です。
※足元にご注意くだ
さい。

好評
開催中！

●
●

●

● 鉄道
コレク
ション

健康
増進

伊豆急全線ウォークに参加しながら伊豆遺産を見つけよう！
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　伊豆ガーデニングクラブに所属し、オー
プンガーデンとして自宅の庭を開放してい
る戸田さんご夫妻。春と秋に開催される
オープンガーデンのバスツアーには、個人
客も含め、年間約500人の方がお庭の
見学に来るそうです。
　以前は横浜で暮らしていたご夫妻。そ
の時には得られなかった「静けさ・星空・
海が見える景色」が伊豆高原にあると言
います。斉さんの夢だった田舎暮らしの実
現を機に「広い庭で花いっぱいの暮らし
ができるならどこでも」と、伊豆高原での
定住に賛成した弘子さん。270坪という 広い敷地には、庭へ続くアプ

ローチに咲く花々が訪れる人を
やさしく迎え、庭には自生してい
た樹木を生かしつつ、バラや
ハーブ、アジサイなど数多くの草
花を植栽。木の周りにレンガを
敷きつめて作ったお手製のサー
クルは弘子さんがここへきてから
知った意外なご主人の器用な
一面だったようです。
　庭の植物には駆虫剤など化
学薬品を一切使わず育てている
のもこだわり。自宅の一部を開
放するカフェでは、摘みたてハー
ブを使った、味、香り、色合いとも
に際立つフレッシュハーブティー

伊 豆
LIFE

いき　いき

File No.01

庭に咲くローズやハーブの花々
カフェで繋がるコミュニケーション

城ヶ崎　戸田 斉さん、弘子さんご夫妻
ひとし ひろことだ

をサービスしています。同じ趣味を持つ同士が集ま
り情報交換する、言わばステーション的な存在に
あるカフェ。「カフェをオープンしてからたくさんの方
との出会いを楽しんでおります。」と笑顔で話してく
れました。アロマ・ハーブのコーディネーター資格と
深いガーデニング知識を持っているので、お庭拝
見と相談がてら遊びに行ってみるのもいいです
ね。
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Aroma Rose
（戸田邸）

●住所/伊東市富戸911-142
●営業時間/10：30～17：00
●定休日/水・木曜日
●電話/0557-51-0563

Aroma Rose（アロマ ローズ）

和菓子を作る会
活動内容
日 時

場 所
月 謝 等
連 絡 先

和菓子を作る会より…
製菓衛生師と茶道の免許を持つ代表が手作り
したあんを元に季節の和菓子を作っています。
都合の良い月だけの参加もＯＫです。
一緒に楽しみませんか？

伊豆プルメリア
フラサークル

活動内容
日 時
場 所
月 謝 等
連 絡 先

フラダンス・芸術祭等伊東市のイベントに参加
毎週木曜 13：00～15：00
八幡野コミュニティーセンター
1,500円／月    
大山喜代子（℡03-3659-7891）
※春・夏は（℡0557-54-2501）

伊豆プルメリアフラサークルより…
女性はいくつになっても美しく、かわいらし
くありたいものです。そんな夢と希望が、
いっぺんに叶えられるフラを生涯現役を目
指してご一緒に楽しみましょう。
小さなお子様から大人まで、フラを楽しん
でおります。

地 域の サークル 活 動 紹 介

上記以外にも伊豆高原周辺では様々なサークル活動が楽
しまれています。
伊豆高原メンバーズクラブ会員にご登録いただきますと、会
員専用のＨＰからその他のサークル活動をご覧いただくこと
ができます。　http://www.resort129.com

「自遊時彩」からのお知らせ

和菓子作り  
基本コース 毎月第1・2日曜 13：30～16：00
応用コース 毎月第3・4日曜 13：30～16：00
八幡野コミュニティーセンター
1,200円／毎回
山本正子（℡0557-54-2978）

詳しくはホームページをご参照ください。
http://www.yapp2a.sakura.ne.jp
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天城三筋山
遊歩道案内板

三筋山山頂
細野高原 　

イベント広場

天城三筋山
遊歩道案内板

天城三筋山
遊歩道案内板

細野高原
案内図

細野高原
案内図

細野高原
案内図

伊豆フライトハウス

細野高原登山口

三筋山
細野高原
の標識

伊豆稲取駅

ひ
ょ
う
た
ん
池

セブン
イレブン

エネオス
GS

二つ堀みかん園

中山1号湿原

中山2号湿原

三筋下駐車場
（ビューポイント）

イベント広場から
三筋下駐車場まで
シャトルタクシーの
運行があります。

三
筋
山

大
池
へ

八
丁
池
へ

芝原湿原

細野高原

桃野湿原

私たちは伊豆高原のアドバイザーです。
　　　　不動産のことなら私たちにお任せください。

私たちは５０年の長きにわた
り分譲開発を手掛けてきたエ
キスパートです。
伊豆の不動産のことなら何で
もご相談ください。
人生をより豊かにするお手伝
いをさせて頂きます。
お気軽にお立ち寄りください。 伊豆高原駅前　伊豆高原営業所

伊豆高原営業所　TEL.0557-54-0129　http://www.resort129.com/
検 索リゾート129

「タイ風レッドカレー」
（辛口） ￥1,000

「3搗きご飯セット」
￥1,250

おすすめ情報

赤沢海岸の海の近くで食
事ができるお店です。
｢地元で収穫された野菜と
オーガニック食材を使用し
ており、肉類、乳製品、白
砂糖不使用｣とのこと。そ
の日に採れた野菜は当日
使い切り！ランチメニューは
毎日変わるそうです。
地元の野菜をおいしくおな
か一杯頂けます。

●営業時間/11：00～16：00、
（金・土・日のみ）18：00～21：
00（※食材が無くなると、夜は
オープン致しませんので予約をお
願い致します。）
●住所/伊東市赤沢24-2
●電話/090-9173-7018
●定休日/火・水曜日
●伊豆高原駅から車で約5分

Organic Café M2

国道135号線東大室交
差点のすぐ近くにたたずむ
お店です。
週末に味わえるランチはメ
ニューもたくさんあり迷って
しまいますが、おすすめはＢ
ランチ！ 肉料理・魚料理に
パスタまで 味 わえるメ
ニューです。また、木目調に
統一された落ち着いた雰
囲気の店内でゆっくりとし
た週末の時間が過ごせま
すよ。

○○町の○○店のハンバーグは絶品！や、○○からの眺めは一見の価値あり！など、みなさまがお持ちのとっておきの情
報を教えてください。情報の種類や場所に決まりはありません。　連絡先：伊豆急コミュニティー ℡0557-53-1533

「自遊時彩」からの
お願い

●営業時間/ランチ（金・土・日）
11：30～14：30（ラストオーダー14：
00）、ディナー（火～日）17：00～
22：30（ラストオーダー22：00）
※ディナーは予約優先とさせて
頂きます。
●住所/伊東市富戸１０１２－２８
●電話/0557-51-8001
●定休日/月曜定休、祝日はラン
チ・ディナー共営業致します。
●伊豆高原駅から車で約8分

旬彩伊酒利屋（しゅんさいいざりや）

「Ｂランチ」￥１,５００
スパゲッティーポモドロと魚料理と肉料理

アラカルト（ディナー）：「フレッシュムール貝
とあさりのワイン蒸し」￥1,150
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東大室

わんぱく
伊豆高原店

スカイリゾート
伊豆高原

伊豆ぐらんぱる
公園
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旬彩伊酒利屋
稲取細野高原は東伊豆町稲取の山側、標高422
メートルにあり、東京ドーム26個分、およそ125ヘク
タール（約38万坪）の広大な面積を誇ります。秋にな
ると黄金色のすすき野原が一面に広がり、相模灘に
浮かぶ伊豆七島との奇跡の絶景、「海すすき」を見る
ことができます。また、春には山菜採りなど季節毎の楽
しみも。高原のそよ風を感じながらの絶景散策は、心
洗われること間違いなしです。

細野高原・秋のすすきイベント
《開催期間》
10月／1日～31日
11月／2・3・4・9・10・16・17日
※悪天候時中止
※10/20（日）の山焼き時は入山禁止です。

《開催時間》 10：00～16：00
《入山料》 500円（中学生以上）

《お問い合わせ》
℡.0557-95-0700

（東伊豆町観光協会）

みんなで歩こう
稲取細野高原
海すすきミニウォーク

実施日

定員

集合場所

集合時間

受付・連絡先

コース

伊豆急ホールディングス観光企画課
☎0557-53-1939（担当：鈴木正人）

※昼食は各自でご用意ください。
※交通費は各自でご負担ください。

※混雑状況により予定時間が変更になる場合が
ございますのでご了承ください。

各回30名

8時15分

伊豆高原駅 改札前ホール

●伊豆高原駅
　改札前ホール集合 ……… 8：15

　 =（伊豆急行）

●伊豆稲取駅
　バス乗車 ………………… 9：40

　 …（バス）

●細野高原イベント広場 10：00
　 …

●三筋山下駐車場

　 ～（ウォーク 3km）約45分

●イベント広場
　会場にて解散 ………… 13：00

　 …（バス）

●伊豆稲取駅 ………… 14：30

10/13（日）・11/3（日）

伊豆急沿線の秋を
探しに出かけよう!!

～稲取細野高原～

Organic Café M2

135

赤沢赤沢荘

相模灘

砂 浜

三島神社
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