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伊豆急沿線の いちおしイベント

【開催日時】毎年8月9日、18：00～21：00
※20：50～21：00で花火が打ち上げられます。
【開催場所】なぎさ公園（雨天時は観光会館）
【料金】観覧無料　【交通アクセス】JR伊東駅から徒歩15分

8/9（土） 伊東市

［按針祭・太鼓合戦］

※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。

　東京・神奈川・静岡県
内などの太鼓チームが和
太鼓の競演をします。毎
年、約10チームが参加し、
伊東の夜空に響けと言わ
んばかりに勇壮なバチさば
きを披露してくれます。

【開催日時】毎年８月１０日、20：00～21：00
【開催場所】伊東海岸一帯
【料金】観覧無料　【交通アクセス】JR伊東駅から徒歩5分

8/10（日） 伊東市

［按針祭・海の花火大会］

　「按針祭」の最後を飾る大花火大会です。１時間に約
10,000発の花火が打ち上げられ、
熱い夜を演出します。ミュージックスペ
シャルスターマインや空中ナイアガラ
など多種多様な花火が観られます。
　国道135号バイパスが通行止めと
なるため、海岸線全てが絶好の
ビュースポットとなり、大迫力の花火を
間近でご覧になれます。
※「按針祭海の花火大会」の開催につきまして
は、当日の天候により判断させていただきます。
天候により開催が危ぶまれる場合は、決定次
第、同報無線・FMなぎさステーション・ケーブル
テレビ・ホームページを通じ、皆様にお知らせい
たします。
※当日午後３時頃までには、最終の決定が行われ
る予定です。按針祭期間中、市観光課・伊東
観光協会に連絡が取れにくくなっております。

【開催日時】毎年8月8日、19：30～
※20：50～21：00で花火が打ち上げられます。
【開催場所】松川（通学橋及びいでゆ橋）～海上
【料金】観覧無料　【交通アクセス】JR伊東駅から徒歩10分

【上記伊東市イベントお問合せ先】
TEL:0557-37-6105（伊東観光協会）  

【上記下田市イベントお問合せ先】
TEL：0558-22-1531（下田市観光協会） 

8/8（金） 伊東市

［松川～海上 灯籠流し］

　伊東松川上流から下
流にかけて、2ヶ所と海
上の船の3ヶ所で約
2,000個の灯籠を流し
ます。川に揺られ、光が
灯された灯籠は、幻想
的でとてもきれいです。

【開催日】8月14日・15日
【開催場所】下田市内各所　【料金】観覧無料

8/14（木）・15（金）  下田市

［下田太鼓祭り］

【開催日】9月6日・7日　【開催場所】下田市吉佐美大浜
【料金】イベントによって異なる　【交通アクセス】伊豆急下
田駅よりバス10分、吉佐美バス停下車徒歩8分

9/6（土）・7（日）  下田市

［ビッグシャワー］

　8月14・15日、旧町内では、氏神である八幡神社の例祭、
下田太鼓祭りが行われます。御神輿・供奉道具・太鼓台が
神社を基点に次 と々町へ繰り出し、笛や三味線、太鼓を打ち
鳴らしながら一日中各通りを練り歩きます。
　太鼓橋や揃い打ちなど、見所も満載。下田っ子の弾ける
ような熱気に、聴衆も思わず引き込まれる、夏の風物詩です。

　下田には、美しい白砂と水質が極めて良好な海がたくさん
あり、その中でも人気の高い海水浴場でも知られている吉
佐美大浜のビーチで開催するイベントです。ビーチフラや
ビーチヨガなどいろいろな体験イベントが沢山開催し、また、
さまざまな露店が出店しており、話題のB級グルメでお好み
の一品を探してみてはいかかでしょうか。
　是非、今年最後の楽しい夏をご家族やお友達と共にお
過ごしください。

【 

日 

程 

】※
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9月も下田のビーチで
とことん遊ぼう！

海洋浴の祭典

伊
東
市

下
田
市

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、伊豆高原分譲地を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」を創設いたしました。（入会金・
年会費・更新手数料無料）詳しくは、下記までご連絡ください。
　「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。
掃除、リフォーム、庭園の手入れや水廻りの修理・改修など、困ったとき、面倒なときは

「暮らしのてだすけ君」にお任せください。TEL：0120-798-798

太鼓橋 14日は4回、15日は10回、町内各所にて。最終
日ラストは宮入直前、八幡神社前で行われます。

太鼓揃い打ち 14日19：30～、河岸通りにて。
打ち上げ花火 14日「太鼓揃い打ち」終了後、河岸通りにて見

ることができます。※終了は20：10分頃
宮入り 15日20：50より八幡神社で、供奉道具・御神

輿・太鼓台の順。
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今昔物語④
　「伊豆に鉄道を・・・」との声が明治の時代から何十年も湧いては消え、
消えては湧いていた伊豆半島。
　特に奥伊豆と言われた下田、南伊豆の住民にしてみれば、伊豆に鉄道
を誘致することは永遠の課題でもあり夢でもありました。それまでの伊豆半
島は険しい地形のため道路よりも海路が発達していて、物資の補給や悪
天候時の避難港として港町は栄えていましたが、近代になっても中央に
出かけるには路線バスを利用して、モクモクと土煙りをたてながら一日がか
りで伊東や三島に出かけるなど大変な苦労がありました。
　東急電鉄内では「田園都市構想」とともに「伊豆開発構想」がもちあが
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伊豆急行線の開通
開業当時の伊豆高原駅舎

現在の伊豆高原駅（伊豆高原やまもプラザ）

※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。

り、昭和３１年２月１日に「伊東ー下田間地方鉄道敷設免許」を申請、昭和
３４年２月に免許が交付されました。用地買収やトンネル掘削工事等様々
な困難を乗り越え、昭和３６年１２月９日、伊豆急行線
は開通しました。
　開業時における保有車両は２２両、熱海駅直通
運転は毎日３往復、５両編成によって行われました。
また、伊東駅ー伊豆急下田駅間は２７本（うち伊豆
高原行１本）が運行されました。東京駅直通の準急
列車は平日１往復（休日２往復）、１０両編成の国鉄
車両により運行されました。こうして東京から３時間
以内の直通電車で行き来できるようになり、南伊豆
にも多くのお客様が訪れるようになりました。

“伊豆高原駅”
駅名の由来
行楽地として、か
つ別荘地として
伊豆開発の拠点
たらしめる意図も
含めて名付けら
れました。

車輌100系
伊東駅での開業式でテープカットをする

伊豆急行（株）初代社長 五島昇
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あざみ伊豆高原支部

活動内容
日 時
場 所
会 費 等
連 絡 先

あざみ伊豆高原支部より…
俳誌「あざみ」主宰河野薫先生が見えて直接
御指導してくださいます。
投句は毎月３句で「あざみ」にも掲載されます。
和やかな雰囲気の中で熱心に勉強していま
す。
一緒に俳句を楽しみたい方、ぜひ参加してくだ
さい。

地域のサークル活動紹介

俳句の勉強  
毎月1回最終（水）13：00～
八幡野コミュニティーセンター
（月額）2,500円
作田公代（℡0557-51-4034）

スマッシュクラブ

活動内容
日 時

場 所
会 費 等
連 絡 先

スマッシュクラブより…
年3回シニアクラブの大会（4月・7月・10月頃）
に出場しています。
女性50才、男性60才以上の方。
初級者以上の方を募集しています。
健康のために始めてみませんか？

卓球
第1・3（金）13：00～
第2・4（金）9：00～
生涯学習センター荻会館
（月額）500円
佐藤文治（℡0557-45-2139）
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●住所：伊東市川奈1439-1
●TEL： 0557-44-4555
●営業時間：ランチ１１：３０～１４：００
（L.O）、カフェ１０：３０～１７：３０（L.O）、
ディナー１７：３０～２０：００（L.O）
●定休日：無休
●川奈駅から車で約11分

おすすめ情報

お知らせ

●住所：伊東市八幡野1142-6
●TEL： 080-3679-5362
●営業時間：12：00～17：00、
17：30～20：00（土曜日のみ）
●定休日：毎週月・金曜日
●伊豆高原駅駅から徒歩約12分

Ristorante La Vita é Bella
（リストランテ　ラ・ヴィータ・エ・ベッラ）

　当選者２５名の方にオリーブの木・２本セット（イタリア
産「フラントイオ」「レッチーノ」）を４月上旬から配送いたし
ました。当選者の方々からお喜びの声を多数いただきま
した。伊豆高原分譲地においてオリーブの成長を楽しん
でください。

　伊豆高原ミッシェルガーデンコート
内にあるイタリアンレストラン。美しいス
テンドグラスとクラシカルな雰囲気に
包まれた空間で、ゆったりと料理を堪
能できます。ランチはパスタランチ、プリ

フィクスタイプ、スペ
シャルコースなど全4
種。味、香り、食感な
ど、『五感で味わう料
理』をテーマに、新
鮮な地野菜や食材
をふんだんに取り入
れています。おすす
めは、伝統的なイタ
リア各地の郷土料
理を愉しめる郷土料
理コースです。

ごはん処 むらた

オリーブの木プレゼントに多数の
ご応募、ありがとうございました。

東伊豆町稲取で
記念植樹が行われました。

オリーブはモクセイ科の常緑果樹で、「平和の象徴」といわれています。実は食材やオリーブオイル、化粧品、葉は
茶、木は家具と多用途なうえ、比較的栽培が容易で、生産性が高い作物とされています。

　オリーブによる伊豆地域活性化を目指し、東京急行電鉄
（株）と伊豆急ホールディングス（株）により、2014年4月11
日、東伊豆町稲取の東伊豆町クロスカントリーコース内に設け
た試験ほ場で記念植樹が行われました。植樹されたオリーブ
は、プレゼントでお届けした２種を含む４種１５０本です。

オリーブは…

○○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

「イタリア郷土料理コース」3,500円（税サ込）より、
手前「イノシシのラグー パッパルデッレ」、右「パッパ 
コル ポモドーロ」ほか、メイン、デザートが付く

「自遊時彩」からの
お願い

記
念
植
樹
祭
の
様
子

　定食屋さんより
はカフェのような店
内。定食メニュー
はどれもが見事な
までのボリューム
です。定食の種類
は充実しており、
定番のハンバーグ

定食やフライ盛り定食などのメニューもありますが、その他
にもその日獲れた魚の定食が黒板に書き出されていま
す。お魚が好きな
方、お肉の好きな
方どちらの方でも
満足できる定食屋
さんです。
※市場の状況によ
り魚の仕入れが出
来ない場合がござ
います。
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●住所：伊東市富戸908-111-106
●TEL： 0557-51-6427
●営業時間：10:00～売り切れ次第
終了●定休日：水曜日（不定休あり）
●城ヶ崎海岸駅から徒歩約5分

ベーカリーショップ情報

●住所：伊東市富戸842-110
●TEL：0557-51-8835
●営業時間：10：00～売り切れ次第終了
●定休日：水曜日・木曜日（不定休）
●城ヶ崎海岸駅から徒歩約14分

アンダンテ

　天然酵母・自家製酵母で
100％オーガニックのドライフルーツ＆ナッ
ツ。自家製菜園、北海道産小麦粉をなど、安
心素材でひとつひとつ愛情をこめて作って
います。パン本来の味をお楽しみください。

　ハワイ好きの店長。白を基調とした
清潔感漂う店内、独自のレシピにより
ここでしか味わえないパンばかり。中で
もマハロカレーパンやハワイアンブレッ
トがおすす
め！お話が
とても好き
な店長が
お待ちして
おります。

●住所：伊東市富戸1006-27
●TEL：0557-51-6636
●営業時間：8：30～18：00（夏）、
8：30～17：00（冬）
●定休日：木曜日
●城ヶ崎海岸駅から車で約8分

パン工房 菓蔵庵（かぐらあん）

　国道135号から少し入ったところにあり
ます、隠れ家的な存在のパン屋さん。店内
の雰囲気も、お店の方もとってもあたたかな
雰囲気です。人気商品はお店の真ん中に

並んでいるメロンパ
ン！色々な種類のメロ
ンパンが楽しめます。
その時期にしか出会
えないパンもございま
すので是非一度足をお運びください。

●住所：伊東市八幡野1189-147
●TEL：0557-53-0027
●営業時間：8：00～売り切れ次
第終了
●定休日：土曜日
●伊豆高原駅から徒歩約5分

森田屋製パン

●住所： 伊東市八幡野1305-75
●TEL：0557-53-3953
●営業時間：9：00～17：00
●定休日：毎週火曜日
●伊豆高原駅から車で約6分

ベーカリーカフェ

ル・フィヤージュ

　森の中のすてきなパン屋さん、店内には
フランスパン・ドイツパン・ビエノワズリなどス
タンダードなものをメインに約80種類ものパ
ンが並んでいました。また、ランチタイム
（11：00～14：00）にはサンドイッチ等のパ

ンを中心とし
たメニューが
準備されて
おり、雑木
林に囲まれたテラスで
いただくことができます。

●住所：伊東市八幡野1183
●TEL：0557-53-3111
●営業時間：9：00～17：00
●定休日：無休
●伊豆高原駅やまもプラザ内

パン工房 あぷれ

335 BAKERY
MahaloMahalo
（サンサンゴ　ベーカリー　マハロマハロ）

　常連さんが通うパン屋さん。カナダ産1ＣＷ最高級パン用粉
を使用し周辺の学校にもパンを納めているそうです。チーズが好
きな人ならフロマージュがおすすめ！朝早くから手作りして皆様を
お待ちしております。是非一度足を運んでください。

　新商品を毎月続 と々出
品して、お客様を飽きさせ
ない伊豆高原駅改札出
口を出てすぐのパン屋さ
ん！今おすすめの商品は、

ニューサマーブレット！バター・ミルクたっ
ぷりふわふわ触感のパン生地でオリジ
ナルジャムを折り込み焼き上げていま
す。ニューサマーの爽やかな味をご堪能
ください。
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　伊豆高原に移住して3年目を迎える舘野さ
ん。65歳の定年を機に、趣味の現代アート書
籍とともにここ伊豆高原でブックカフェ『壺中天
の本と珈琲』をオープンさせました。清 し々い緑
あふれる雑木林に、弧を描くモダンな建物。敢
えて囲いをせず、自然そのものの起伏を生かし、
しっくりと馴染むその美しさは、訪れるお客様は
もちろん、日々ここでの暮らしを営む舘野さんに
とっても癒しの空間です。
　「思ったより冬は寒いし、夏が涼しいかと言え
ばそうでもない。湿度も思ってたよりあってね。
聞いてたこととは少し違かったけど…」。ちょっと
冷や汗が出るようなコメントは、暮らしてみて実
感した本音のところ。でもそれ以上に東京暮ら
しでは実感できない素晴らしい点がたくさんある
と言います。

　店内、室内のどこにいても美しい木 を々愛でら
れる魅力。雨の日、晴れの日、春夏秋冬、日々刻々
と表情を変える自然のそばで暮らすと、その偉大さ
や力強さを再認識することができ、多くの芸術家
達が木を描く理由がわかったと話します。
　この雑木林に惚れ込み、建築家との出会いで
誕生した素敵なカフェは、共通の趣味を持つ人た
ちが集まる出会いと交流の場所にもなっています。
　自身の3,000冊余の書籍とカフェが呼び寄せ
る新たな交流。それも伊豆高原に移住したからこ
そ。「東京での暮らしを180度変えたかった」という
舘野さんの希望をしっかりと叶えてくれる物件に巡
り会えたようです。

伊 豆
LIFE

いき　いき

File No.03

自然豊かな伊豆高原で
アートと暮らす日々

伊豆高原　舘野 茂樹さん
しげきたての

●住所/伊東市八幡野1033-7
●営業時間/8:00～16:00（金・土・日・月のみ営業）
●定休日/火～木曜休　●電話/0557-53-8406
●城ヶ崎海岸駅から徒歩約16分

伊豆高原のブックカフェ

壺中天の本と珈琲

380坪の敷地は塀がなく解放的。
出来る限り自然の姿を残すため、
樹木は3本しか伐採しなかったそう。

緩やかな曲線が美しい店内。 アーティストや芸術家が多く住む伊豆高原。今後は「伊豆
急文化村」として若いアーティストたちが集う場所になって
欲しいと語る舘野さん。

私たちが、ライフプランの
「総合保障提案」を
させていただきます。

私たちが、ライフプランの
「総合保障提案」を
させていただきます。

伊豆高原メンバー
ズクラブ会員の

方で、12月26日（金
）までに保険の

ご相談をいただくと
、もれなく人気

のブラックスワンを
プレゼント！

保険の見直しをしてみませんか？
実績のある私たち（アメリカンファミリー
沼津支社法人系列第2位）が、様々な
ご提案で安心のお手伝いをさせて
いただきます。

生活関連事業部　保険課

フリーコール 0120-363-129

【営業時間】9：30～18：00（平日）
TEL.0557-53-1112　FAX0557-53-4822
〒413-0298 静岡県伊東市八幡野1151番地
HP：http://www.resort129.com

壺中天の
本と珈琲
壺中天の
本と珈琲

対島中

伊東
城ヶ崎高

クリエイト

野坂
オートマタ
美術館

城
ヶ
崎
海
岸
駅

伊豆海洋公園
伊豆四季の花公園

ルネッサ城ケ崎

109

至伊東

至下田

池入口

135
城ヶ崎入口
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【スケジュール】
◆AM9:00、またはPM1:00、Shop集合後移動
（電車でお越しの方は9:15駅ピックアップです）
（宿などの送迎も承ります。）
◆ツアー（リクエストによりポイントは変わります。）
◆PM0:00、またはPM4:00頃Shop着後解散
※目安のスケジュールになります。
※リクエストやコンディションにより、集合時間など
変わります。

【料金】
◆お1人様 5,000円（税別）
伊豆高原メンバーズクラブの会員の方
お１人様 4,500円（税別）
（会員証と左の割引券を切り取ってお持ちください）

《住所》伊東市富戸903-63 22次104号
《TEL&FAX》0557-51-6103
《携帯》090-6792-5254
《MAIL》mail@inside-d.net
《HP》http://www.inside-d.net

【お問い合せ】

伊豆半島ジ
オパークで

夏を満喫！！

inside
Nature Tour Shop

　ダイビング用のスーツを着て、マスクとスノーケルとフィンだけで、気軽に一年中海
の中をのぞき見ることができます。難しいことは一切なし。海の世界への第一歩です。
　インストラクターが、器材の使い方、海での遊び方、危険な時の対処方法をていね
いに説明するので、安心安全！ちいさなお子様でも、楽しんで頂けます。
　ご家族、お仲間で、夏の思いで作りをしませんか！？ お土産でツアー中に写真を
撮ってプレゼントします！

体験スノーケリングに参加してみませんか？

　ジオとは
ギリシャ語

で大地や
地球を表

す言葉。ジ
オに

親しみ楽し
みながら、

自然や文
化とのかか

わり合いを
学

び感じる場
所『大地の

公園』のこ
とを指しま

す。
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クは、201
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本ジオパー
ク

へと認定さ
れ、世界ジ

オパークへ
の認定を目

指し、ジオ
サ

イトの保全
や整備、情

報の発信
、ジオツア

ーなどを行
っ

ています。

　ジオとは
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で大地や
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オに

親しみ楽し
みながら、
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び感じる場
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公園』のこ
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す。

　伊豆半
島ジオパー

クは、201
2年9月に日

本ジオパー
ク

へと認定さ
れ、世界ジ

オパークへ
の認定を目

指し、ジオ
サ

イトの保全
や整備、情

報の発信
、ジオツア

ーなどを行
っ

ています。

ジオパーク
とは？

ジオパーク
とは？

　伊豆半島は南の海で生まれ、約60万年前に本州と衝突し陸続きとなりました。この
特異な成り立ちは、海と陸の記憶を刻み込んだ地層や地形を私たちに見せてくれます。
　伊豆の海は、日本で１番深い駿河湾と２番目に深い相模湾に挟まれていることや黒
潮の影響を受けることが出来ることで、 温かい海に暮らす魚や生き物が集まります。そ
して天城の山々や、海岸沿いにある豊かな照葉樹林からたっぷりと海へと補給される
栄養分が、その生き物達を育み、非常に豊かな生態系を生み出しています。
　伊豆の海って、食卓に並ぶような魚達しかいないイメージじゃないですか？ でも少
し海の中をのぞいてみると、カラフルな魚達が１年中海の中を鮮やかに彩っているん
ですよ！！
　そんな伊豆の海には一年を通して多くのダイバーやスノーケラーが訪れ、多くの
方が、「また来たい！」とリピートします。
　伊豆に住んでいると、中々伊豆の海、自然の魅力に気づくことが出来ないこと
も多いのですが少し視点を変えて自然の中で遊んでみると、ますます伊豆のこと
を好きになれると思いますよ！
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熱海海上花火大会
【日　時】7/21（月）・26（土）
　　　　8/5（火）・8（金）・17（日）
　　　　8/20（水）・29（金）
　　　　20：20～20：50
【開催地】熱海湾
【お問合せ】熱海市観光協会
　　　　　Tel.0557-85-2222

【日　時】8/18（月）～21（木）
　　　　20：30～20：50
【開催地】伊東海岸
【お問合せ】伊東観光協会
　　　　　Tel.0557-37-6105

熱海

背後に山が迫る地形のため、海で打ち上
げた花火の音が反響して迫力満点。銀色
の花火が夜空を埋め尽くします。

宇佐美海上花火大会
【日　時】8/1（金）
　　　　20：00～20：30
【開催地】宇佐美海岸
【お問合せ】伊東観光協会
　　　　　Tel.0557-37-6105

宇佐美駅前通りに露店がならび、盆踊り
も行われ、約1,000発の花火が宇佐美海
岸で打ち上がります。

伊東

白浜海の祭典
納涼花火大会

【日　時】7/19（土）
　　　　20：00～20：20
【開催地】白浜大浜海水浴場
【お問合せ】伊豆白浜観光協会
　　　　　Tel.0558-22-5240

白浜の夏を知らせる花火大会。
スターマインを中心に約2,000発の花火
が目前や頭上で花開き迫力満点です。

下田

【日　時】8/8（金）
　　　　20：50～21：00
【開催地】伊東海岸
【お問合せ】伊東観光協会
　　　　　Tel.0557-37-6105

無数の灯籠のほのかな光が松川の川面
に浮かび上がるなか、スターマインなどが
打ち上げられます。

伊東

今井浜温泉花火大会
【日　時】8/17（日）
　　　　20：30～20：50
【開催地】今井浜海水浴場
【お問合せ】河津町観光協会
　　　　　Tel.0558-32-0290

河津

水中スターマイン･打上花火などが打ち上
げられ、どちらも砂浜から見れて迫力満点で
す。

伊東温泉
箸まつり花火大会

【日　時】8/15（金）
　　　　20：00～20：30
【開催地】川奈海岸
【お問合せ】伊東観光協会
　　　　　Tel.0557-37-6105

伊東

早打ち・スターマインなど約800発の花火
が、目前で打ち上がる迫力満点の花火大
会です。海を渡るナイヤガラなど見どころい
っぱい。

約400年の歴史ある下田太鼓が日中、町
内を練り歩きます。打ち上げ花火の前に
行われる太鼓の揃い打ちは一見の価値あ
り。

伊東温泉で使用した箸を積み上げた箸供養
塔に火をつけて供養する珍しいお祭りです。 
すぐ近くで上げる手筒花火は圧巻。約1,500
発の花火が打ち上げられます。

川奈港いるか浜花火大会

水中スターマイン･打上花火などが打ち上
げられ、どちらも砂浜から見れて迫力満点で
す。

【日　時】8/1（金）
　　　　20：30～20：50
【開催地】今井浜海水浴場
【お問合せ】河津町観光協会
　　　　　Tel.0558-32-0290

4夜連続の花火大会。芝生に座ってゆっ
くりと花火を眺められるなぎさ公園が一番
のビュースポットです。

伊東

【日　時】7/28（月）～31（木）
　　　　8/6（水）・7（木）
　　　　20：30～20：50
【開催地】伊東海岸
【お問合せ】伊東観光協会
　　　　　Tel.0557-37-6105

伊東温泉「夢花火」

3夜連続の花火大会。芝生に座ってゆっ
くりと花火を眺められるなぎさ公園が一番
のビュースポットです。

伊東

伊東温泉「夢花火」
【日　時】8/22（金）
　　　　20：30～21：00
【開催地】伊東海岸
【お問合せ】伊東観光協会
　　　　　Tel.0557-37-6105

按針祭
松川～灯籠の流れ打上花火

【日　時】8/9（土）
　　　　20：50～21：00
【開催地】伊東海岸
【お問合せ】伊東観光協会
　　　　　Tel.0557-37-6105

なぎさ公園で行われる威勢の良い太鼓合
戦のクライマックスにスターマインなどが打
ち上げられます。

伊東
按針祭
太鼓の響き打上花火

【日　時】8/10（日）
　　　　20：00～21：00
【開催地】伊東海岸一帯
【お問合せ】伊東観光協会
　　　　　Tel.0557-37-6105

伊東で最大のイベント「按針祭」の最後を飾
る花火大会。1時間に約10,000発の花火が
海上5ヶ所から同時に打ち上がる。伊豆一番
の大迫力、空中ナイアガラも必見！

伊東
按針祭
海の花火大会

伊東

弓ヶ浜花火大会
【日　時】8/8（金）
　　　　20：00～
【開催地】弓ヶ浜海岸
【お問合せ】南伊豆町観光協会
　　　　　Tel.0558-62-0141

南伊豆

多種多彩な打ち上げ花火をはじめ、仕掛
け花火も楽しめます。真っ白な砂浜に座っ
て見上げるのがオススメです。

やんもの里花火大会
【日　時】8/14（木）
　　　　20：00～20：30
【開催地】八幡野港
【お問合せ】伊東観光協会
　　　　　Tel.0557-37-6105

約2,000発の花火を、わずか30分間で打
ち上げてしまうダイナミックさが魅力です。

中 木 火 祭 り
【日　時】8/13（水）
　　　　20：00～
【開催地】中木海岸
【お問合せ】南伊豆町観光協会
　　　　　Tel.0558-62-0141

南伊豆

中木の火祭りは、各家庭が迎え盆の晩に
麦ワラのかがり火をたいた昔の風習にあ
やかり、約700本の発煙筒を防波堤に仕
掛けます。

伊東 下田

【日　時】8/14（木）
　　　　19：50～20：10
【開催地】稲生沢川河口
【お問合せ】下田市観光協会
　　　　　Tel.0558-22-1531

下田太鼓祭り納涼花火大会

※記載の開催日時やイベント内容などは、天候、その他の理由により予告無く変更となる場合がございますので、事前にお問い合わせの上、お出掛けください。

今井浜海上花火大会
河津

7月・8月
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