伊豆急沿線の いちおしイベント

春バラ鑑賞のあとは
へ
［河津七滝］

4/28（月）
〜6/30（月）河津町

［河津バガテル公園］春バラシーズン

●日時：通年●定休日：無休●入場料：無料

春バラが見頃となる季節です。河津バガテル公園に足を
運んで見てはいかがでしょうか。見頃となる目安は５月中旬〜
（※状況により時期が前後する場合がございます。）
7月初旬です。
河津バガテル公園は、
フランス・パリのブローニュの森にあ
る
「バガテル公園」
の
「バガテル・バラ園」
を忠実に倣って作ら
れた、左右対称の幾何学模様が特徴の本格的フランス式
庭園であるローズガーデンに、1,100品種、6,000株のバラ
が植栽されています。
ぜひ異国情緒溢れるバラ
園をご堪能して下さい。

5/16
（金）
〜18
（日）下田市

下田 黒船祭
●場所：下田市内
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○お問い合わせ先：℡0558-32-0290
（河津町観光協会）

「滝」の
読み方に
ついて

○お問い合わせ先：
℡0558-34-2200（河津バガテル公園）

ڭຜঈ

バラ園をご鑑賞した後は河
津七滝（かわづななだる）
を散
歩してみてはいかかでしょう
か。河津七滝は河津川の約
1.5Kｍ間に存在する7つの
滝の総称です。
へび滝と新吊橋
釜 滝（かまだる）
・えび滝
（えびだる）
・蛇滝（へびだる）
・初景滝（しょけいだる）
・かに
滝（かにだる）
・出会滝（であいだる）
・大滝（おおだる）
※大滝遊歩道を通っての大滝見学は出来ません。

●定休日：毎週木曜日
（ただし、4/28〜6/30は木曜も休ま
ず開園いたします）●フラワーシーズン入園料：大人1,000
円、小人（小・中学生）300円

おすすめ
グルメ

※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。

通常、
「 滝」
という漢字は
「たき」
と読みますが、河津
七滝では
「たる」
と読みます。平安時代から伝わる民
俗語が由来です。
ただし、
「河津七滝」およびその7
つの滝の名称は
「だる」
と濁った読み方をします。

わさび丼

河津を満喫した後のお食事は、
なんといっても
｢わさび丼｣！
！最近ではテレビでも紹介され人気
が出始めています。新鮮なわさびをその場ですり
おろし、
あったかホカホカご飯に乗せるだけ！とっ
てもシンプルですが後を引く美味しさにビックリさ
せられます。是非一度ご賞味あれ。

○お問い合わせ先：℡0558-32-0290
（河津町観光協会）

時は嘉永７年（1854年〜今を遡る
こと約152年前〜）、
もとは風待ち港
だった下田に、
ペリー提督率いる米国
海軍が日米和親条約により来航。
こ
れにより鎖国政策に終止符が打た
れ、近代日本の幕開けとなりました。
その功績を後世に伝え、
また国際
親善に貢献するため、昭和９年に始

まったのがこの
「黒船祭」。
記念式典や墓前祭が厳かに行わ
れる一方で、町内や海辺の会場では
活気にあふれたイベントが目白押し。
新緑の季節、
なまこ壁や海兵隊の
白と黒のコントラストが美しい、下田市
最大のイベントにどうぞお越し下さい。

昭和45年頃の伊豆高原分譲地南大室台地区

今昔物語③

伊豆高原分譲地南大室台地区の分譲開始

伊豆高原分譲地は昭和38年の分譲開始以来、
別荘地としての名声は年ごとに高まり、
その人気は
不動のものとなりました。同分譲地内の建物（寮、保
養所など）
は昭和42年には250棟となり、
その後も
増え続け、昭和47年末には800棟を超えました。
こうした中、大室山南麓一体約33万㎡を伊豆高
原分譲地第3期工事として造成を開始し、昭和45

「黒船祭」主なスケジュール
5月16日
（金） ●開国市●フラショー●海上花火大会（下田港を舞台に

した花火大会です。海上の数か所で打ちあがる、迫力ある
花火をお楽しみください。）

年8月より伊豆高原分譲地南大室台地区として分
譲を開始しました。

5月17日
（土） ●海上保安庁祝賀飛行・航空自衛隊展示飛行●開国市

現在の伊豆高原分譲地南大室台地区

●記念公式パレード●再現劇
「下田条約調印式」

5月18日
（日） ●開国市●再現劇「下田条約調印式」●にぎわいコンサー

このエリアは池集落の東北側、遠笠山道路南側から伊豆高原分譲地第5

ト・パレード●日米親善綱引き大会●幕末コスプレショー

次地区に接する一帯で、伊豆高原分譲地としては一番標高の高い地域であ
り、北側はカヤ、黒松などの針葉樹の大木をはじめ、
カシ等の常緑樹が茂り、東
南傾斜地にはクヌギ、
ヒメシャラ等の落葉広葉樹の茂る明るい情緒豊かな台地

５月１７日・１８日は変身コーナーあり
パレードの様子

○お問い合わせ先：
℡0558-22-1531（下田市観光協会）

大正・昭和時代の着物を体験しませんか。一日
日
着物に着替えて、黒船祭を楽しみましょう
！ 100
0
名分の着物を用意。
スタッフが着付けをします。
す。
足袋やぞうり、
小物まですべて用意してあります。
。
料金：大人1,000円
（中学生以下500円）

静岡県伊東市八幡野1151番地
4

TEL.0557-53-1533

となっており、別荘地の環境として最高の場所の一つであります。
当エリアからは大室山を一望し、毎年2月には
「大室山の山焼き」
を眺める絶
大室山の山焼きの様子
本格時代衣裳変身の様子
（事前にご予約下さい）

好のスポットでもあります。

※昔の伊豆高原分譲地の写真をお持ちの方がいらっしゃいましたら、掲載にご協力くださいますようお願いいたします。

http://www.resort129.com/
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♬「伊豆急うたごえ電車」
出発進行！
！♬

健康情報
第1回

懐かしの
「うたごえ喫茶」
を電車の車内で再現しました。
伊豆高原〜伊豆急下田間を運行する車内にて、歌謡
曲やフォークソングなどを
「伊豆高原コーラス」のメン
バーによる生バンドで演奏し、30曲を参加者全員で楽
しく歌唱！
当日は、
お天気にも恵まれ、車窓を楽しみながら歌って
いると、
片道およそ70分があっという間で、
とても楽しい
時間を過ごし、伊豆急下田到着後は散策時間もあり、
下田ロープウェイや雰囲気の良い喫茶店などに行き、
下田の街を小旅行することも出来ました。
皆さんも次回の開催時にはお友達を誘って参加してみ
てはいかがですか？ 初対面同士でも直ぐに仲良くなっ
て、
お友達になった方もいますよ。

オリーブ

東急グループでは、
オリーブを活用した
地域活性化への取り組みを始めます

東急グループがオリーブ栽培に取り組む意義
近年、農業従事者の減少による耕作放棄地の増加が、ここ伊豆でも急
速に進んでいます。
私たち東急グループでは、この課題の解決に向けてオリーブの栽培につ
いての研究・調査を伊東市と東伊豆町で開始します。

なぜ伊豆でオリーブなのか・・・
地中海生まれのオリーブは、温暖な気候と日照量、そしてある程度の降水
量を必要としますが、伊豆の気候はこれらの条件を満たしており、オリーブ栽
培適地となる可能性が高いといえます。

第2回「伊豆急うたごえ電車」
２０１４年４〜５月頃開催予定！

お問い合わせ先：
「伊豆急行うたごえ電車担当」
℡0557-53-1116まで

また、オリーブオイルはほとんどが輸入のため、他の農家と競合しないこと
や、比較的栽培に手間がかからないこと、そして身体に良い成分が豊富に
含まれているため、健康食品や化粧品などの付加価値の高い商品づくりが
期待でき、将来の６次産業化までを視野に入れた展開を検討できるなど、オ
リーブは
「可能性」
ある作物なのです。

オリーブによる地域活性化への展望
オリーブは、近年健康や美容に良い成分を豊富に含んでいることで注目されて

地 域 の サ ー クル 活 動 紹 介

います。
オリーブオイルの主成分であるオレイン酸は、脂質代謝と糖代謝を活性化させる
ため、
中性脂肪がつきにくくなり、
ダイエットに効果があります。

伊豆高原コーラス

ほかにもポリフェノールやビタミン E などの抗酸化物質を豊富に含んでいるた

伊豆高原コーラスより…

め、悪玉コレステロールの働きを抑え、血液をサラサラにして動脈硬化などの心臓

コーラスが初めての方へ
大丈夫！未経験で始めた方が大勢います。
歌っているとどんどん声が出るようになりますよ。

報告されており、
アンチエイジングにも有効です。

以前コーラスをやったことのある方へ
ハーモニーの楽しさをもう一度味わいませんか。
お気軽に練習を見に来てください。

疾患のリスクを低減したり、老化や病気の元凶となる活性酸素を取り去る効果が
このようなオリーブの持つ健康や美容の効能・イメージは、伊豆最大の観光資
源である
「温泉」
のそれと合致しています。
伊豆の温泉で温まり、オリーブ入りコスメを使ったエステでリフレッシュ
し、
オリーブと地産食材を使った料理を堪能し、緑溢れるオリーブ樹の中を散歩し、心も身体も健康になっていた
だく・・・そんなオリーブと温泉で元気になるプラン・・・なども提案していきたいと考えています。
今後、皆様にオリーブの歴史や楽しみ方、簡単で美味しいレシピなど、
オリーブの魅力を定期的に紹介してい
きます。

オリーブの木（2本セット）
を抽選にて２５名様にプレゼント
伊豆高原分譲地のお庭でオリーブの木を共に育ててみませんか？

オリーブは２種類以上植えると結実しやすく、
春（３月・４月）
と秋（９月・１０月）
に植え付けるのが良いとされています。
活動内容
日
時
場
所
会 費 等
連 絡 先

応 募 資 格： ①２０１４年３月２５日現在伊豆高原メンバーズクラブ会員になられている方
②伊豆東海岸の特産にすべく、伊豆高原分譲地内で育てていただける方
応 募 方 法： ①会員番号 ②お名前 ③ご住所 ④電話番号 を同封の応募用紙にご記入の上、
ご応募ください。
お問い合わせ先： ㈱伊豆急コミュニティー 伊豆高原メンバーズクラブ オリーブの木プレゼント担当
℡ 0557-53-1533
締 め 切 り：２０１４年３月31日
（月）
必着

混声合唱
毎週木曜19：00〜21：00
生涯学習センター池会館
（入会金）1,500円、
（月額）4,000円
高橋誠（℡090-4408-5705）
大石孝裕（℡0557-54-2287）
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