八丁池ハイキングコース から付いたと言われていますが、実際は580mほどです。天然記念

天城山の
『八丁池』。
その名は池の周囲が八丁（約870ｍ）
あること

物モリアオガエルの産卵地としても、
その名を全国に知られています。池の水は、年間降水量の多い天城連山にあるため、1年を通し
て涸れることはなく、
ハイキングコース天城縦走路の中間地点にあるので、
休日にはハイカー達の憩いの場所としても賑わいます。

今昔物語⑤

八丁池

見晴台

標高1,173ｍ。
「 天城
の瞳」
「アオスズの池」 八丁池畔
とも呼ばれる。

八丁池の向こうに富
士山が見える。

伊豆高原分譲地の
販売開始

青スズ台

伊豆急行線開通を契機に、伊豆半島における別

標高1,236.7
ｍ。遠くには下
田方面の海
岸線も見渡せ
る。

八丁池

荘地の開発競争の動きは本格化しました。昭和３８
年２月、伊豆高原分譲地第１次分譲（１１５区画）
を
開始し、
これを皮きりに次々と造成・販売が進められ

見晴台

ることとなりました。
このころの伊豆高原は、駅からの
幹線道路もなく、物件への案内は有料道路から池
道路経由で行われました。伊豆高原駅前にある不
動産案内所から物件までの道路もなく、荒涼たる雑
木の溶岩地帯が続いていました。
しかし、海と山の
眺望は素晴らしく、景観をセールスポイントにして販
売が行われました。

森林の歩道

昭和４２年１月に行った第１４次地区の売り出し
から、新たに
「内見会」
という名の招待会が実施され
ました。
内見会は、
５０人から１００人の見地希望者を
ダイレクトメール、新聞広告等で募集し、東京駅から

スタート ゴール

八丁池口

特急または急行に団体乗車してもらい、現地見学を
していただくものでした。
この企画はお客様が気軽
に見地できるということで好評をいただき、
その後も

( 一般車両
通行禁止 )

新規分譲開始のつど日曜日毎に行われました。

八丁池口（バス発着点）

昭和４０年代に入り、分譲地内の建物も大小合

ブナやヒメシャラなどの野
鳥の森と展望所からの眺
望を楽しみながら、八丁池
（片道・徒歩約60分）
を目
指します。

わせ２００棟を超えました。
また、伊豆高原駅前の幹
線道路を桜並木にする計画が立てられ、
ソメイヨシ
ノの苗木約１，
０００本が植樹されました。
高級週末別荘地として着実な進展をみせる伊豆
高原は、
ここに新しい街づくりへの第一歩を踏み出

※マップ提供：伊豆市観光協会 天城支部

モデルコース（１１月）八丁池へのルートは複数ありますが、今回はバス

おすすめ
グルメ

を利用した比較的手軽に楽しめるコースをご紹介します。※下記時刻は11/1〜
11/30間の運行時間です。
バスは季節により運行が異なりますのでご注意ください。

伊豆急行河津駅下車
（修善寺行バス）8：40発̶̶̶ ［二階滝］
9：21着（徒歩6分）
・・・・・・・ ［踊り子歩
［河津駅］

（八丁池口行バス）9：29発̶̶̶ ［八丁池口］
9：53着・・
・・・・・・・・・・・
道二階滝口］
（徒歩約60分）

（昭和の森行バス）14：10発̶̶̶ ［踊り子
・・・・・・・・・・・ ［八丁池口］
八丁池・・・
（徒歩約50分）

（下田駅行）14：46発̶̶̶ ［河津
歩道二階滝口］14：34着・・・・・・・ ［二階滝］

駅］15：27着

（徒歩5分）

すこととなりました。

あんバタわさこ

昭和41年10月 空撮

あんパンなのに少し
辛い… 。ワサビの辛
みとバター、
あんこの
甘みがユニークな一
品。河津バガテル公
園・七滝観光センター
ほかにて1個250円で販売中。
【お問い合
せ】
河津町商工会℡0558-34-0821

時刻は平成26年9月1日現在のものです。

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、
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

静岡県伊東市八幡野1151番地
4

TEL.0557-53-1533

伊豆高原玄関口

内見会風景

※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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伊豆急沿線の いちおしイベント

地 域 の サ ー クル 活 動 紹 介

活動内容
日
時
場
所
会 費 等
連 絡 先

ヨーガは健康体操。
健康法であって治療法ではありません。
呼吸で身体をととのえ、
心をととのえる。
体操で身体をととのえ、
瞑想で心をととのえる。
気軽に一度見学に来てください。

［稲取細野高原
秋のすすきイベント］
【日程】10月1日
（水）〜11月9日
（日）
【時間】
10：00〜16：00※雨天・山焼
き時は中止【入山料金】500円【お問
い合せ】
℡0557-95-0700（東伊豆町
観光協会）
【アクセス】伊豆稲取駅から
バスで約30分
（運行：平成26.10.1〜
11.9）
往復1,000円
（小人500円）
標高４２２メートル、東京ドーム26個
分およそ125ヘクタールの広大な面積
を誇ります。
海を背景にし広大なすすき
野原の幻想的で壮大な景観をご覧く
ださい。

［ムーンロード］満月の前後数日間、月が一層輝く夜に現れるのは、海面

に月光が描き出す月の道｢ムーンロード｣。
ムーンロードは、北川の遊歩道のどこに
立っても、
まっすぐ自分に向って伸びてくる不思議な月光の道。神秘的なひとときを
体感してください。
10月3日（金） 大川温泉●お月見コンサート［豊田
ムーンロード謝月祭イベント

中村ヨーガ教室

中村ヨーガ教室より…

10月1日〜11月9日 稲取

※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。

裕子ピアノコンサート］
10月4日（土） 片瀬・白田温泉●炎艶美（手筒花火）●
お月見コンサート［アルプス音楽団］
10月5日（日） 大川温泉●お月見コンサート［アル
プス音楽団］
10月7日（火） 稲取温泉●月見会とレーザーショー
10月8日（水） 北川温泉●瀬木貴将アンデス音楽
10月10日（金）熱 川 温 泉 ● 満月と星 空 熱 川 温 泉
キャンドルナイト

※各イベントは変更になる場合もあります。※イベントは全て雨天中止。

【各お問い合せ】
℡0557-95-0700
（東伊豆町観光協会）

10月上旬〜11月下旬 河津

［河津バガテル公園］

【定休日】毎週木曜日※10・11月は定休日なし
【フラ
ワーシーズン入園料】大人1,000円、小人（小・中学
生）300円【お問い合せ】℡0558-34-2200（河津バ
ガテル公園）
秋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。異国情緒溢れるバ
ラ園をご堪能ください。

ヨーガ体操で心身の健康づくり
毎週（木・土）10：00〜11：30
八幡野コミュニティーセンター
チケット制（4枚・3,000円）
中村弘子
（0557-53-3508）

10月下旬〜12月上旬 下田

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

［寝姿山のリトルエンジェル］

富戸太極拳クラブ

富戸太極拳クラブより…
中国に古くから伝わる伝統武術のひとつ太極
拳は、近年、心身の健康増進に効果があると
言われ普及しています。
当クラブは、楽しくまじめにゆったりと太極拳を
楽しんでいます。
ぜひ、
ご自由に見学にいらしてください。

（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1,030
円、小人510円【お問い合せ】℡０５５８-２２-１
（下田ロープウェイ）★伊豆高原メンバーズ
２１１
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

活 動 内 容 簡化２４式太極拳／気功棒／３２式太極剣／
４８式太極拳／陳式太極拳
日
時 毎週（木）9：45〜11：30
場
所 富戸コミュニティーセンター
会 費 等 （月額）
3,500円
連 絡 先 仲村由紀（0557-45-6910）
日本武術太極拳連盟指導員
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