※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。

伊豆急沿線の いちおしイベント
4/29〜5/5

Vol.7

小室山

［小室山つつじ祭り］

沿線観光情報

35,000平方メートルの広大な園内に、40種類約10万本の
つつじが赤いじゅうたんを敷いたように咲き乱れます。

今昔物語⑦

【 開 催 日 時 】4月29日
（水・祝）
〜5月5日
（火・祝）
9：00〜16：00
【ライトアップ時間】19：00〜21：00
【 開 催 場 所 】小室山公園つつじ園
小室山山頂までは山麗からリフトで3分。
パノラマ
展望台から眼下の川奈ホテルから伊豆七島や真
鶴半島、三浦半島、初島、天城連山、天候にめぐ
まれれば富士山まで360度のパノラマが広がりま
す。山頂展望台2Fには
「もりのぞうがん美術館（世
界各地の木を材料にして一つ一つ別の木を嵌めこんだ作品）」
があり、
約150点の作品が展示されています。

通年

ਖ

開発当初の伊豆高原分譲地内

【小室山観光リフト】
●営業時間／8：30〜16：30●乗車券
／大人往復（中学生以上）470円・片道
240円、小人（4歳以上）240円・片道
120円●問い合わせ／0557-45-1444

大室山

［大室山］

伊豆遺産紀行＆ジオパーク

大室山は伊豆東部火山群の中でも最大のスコリア丘
であり、古くからおこなわれてきた
「山焼き」の伝統行事
によって、椀を伏せたような山体・地形が見事に保たれ
ています。山体全体が国天然記念物の指定を受け、山
体の保護のため現在は徒歩での登山は禁止されていま
す。山頂からは天気が良ければ、小室山や一碧湖など、
伊豆東部火山群が織りなしたさまざま地形や、大室山の
溶岩が作り出した城ヶ崎の景観を楽しむことができます。
【アクセス】伊豆高原駅よりシャボテン公園下車すぐ

伊豆高原分譲地は熔岩台地で形成されているので、造成工事の切土部

【大室山登山リフト】
●営業時間／9：00〜17：15●乗車券／大
人往復（中学生以上）500円、小人（4歳以
上）250円●問い合わせ／0557-51-0258

昭和37年10月15日

分については難工事でした。現在のように建設機械（ジャイアントブレー
カー）
は無く、削岩機で岩盤の岩目をみて作業員が孔をあけ、発破技士がダ
イナマイト
（火薬類の爆発力を利用して岩を破砕する。）
を充填し岩盤を爆破
しました。周囲への破片の飛散や振動、騒音はなるべく低く抑える必要があ

4月〜6月

伊豆高原〜伊豆急下田

伊豆急１００系で行く

前回好評をいただいた
「ぶらり日帰り電車の旅」
ツアー第２弾を実施いた
します。伊豆急行線開業時（昭和３６年製）のレトロ電車「伊豆急１００
系」
に乗り、東伊豆海岸線の絶景と、伊豆の
「食」
「温泉」
「観光」
を楽し
んでみませんか。
①のんびり下り編

［ぶらり日帰り電車の旅］

！
みどころ

【 2コース 】①のんびり下り編（伊豆高原→伊豆急下田）
②ゆったり上り編（伊豆急下田→伊豆高原）
【 設 定 日 】４月１１日
（土）、
１８日
（土）、
２５
（土）
５月９日
（土）、
３０日
（土）
６月１３日
（土）
２７
（土）
２６０円）
９００円（こども３，
【旅行代金】①下り編/おとな３，
０６０円）
②上り編/おとな３，
７００円（こども３，
【募集人員】各回５６名（最少催行人員３０名）
※どちらか一方の参加も可能です。※伊豆高原駅では、
マイカーでお越しのお客
様にもご参加いただけるよう無料で駐車場をご利用いただけます。※１００系電
車にはトイレの設備が着いておりませんので、
あらかじめご了承ください。※上り編
の入浴は、
バスタオル、
フェイスタオル付きとなっております。

るので、発破の際に防護柵と小石等の舞い上がり防止として古タタミを乗せ
て防護しました。今も幹線道路切土法面（伊豆高原駅前駐車場入口ゲート
より7.0ｍから37.0ｍ）
に削岩機の孔跡が残っています。

▶「伊豆稲取築城石ふるさと広場」
で
石曳体験▶ビルマの国宝・竪琴等が
奉納されている
「榧の寺」
で御住職の
楽しい講話▶車内にて南伊豆産の伊
勢エビ、
サザエ入り豪華伊勢海老弁当

②ゆったり上り編
▶熱川温泉のホテルの大浴場・露天
風呂で温泉入浴▶車内にて伊豆のお
すすめスイーツ
（ドリンク付き）
●問い合わせ／伊豆急行株式会社運輸部運輸課（鈴木）
０５５７-５３-１１１５

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。
不動産に関するご用命は伊豆高原営業所までお気軽にお問合せください。
TEL：0557-54-0129

静岡県伊東市八幡野1151番地
4

TEL.0557-53-1533

現在も残っている削岩機の孔跡

※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/
1
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「風とか季節とか、
最高だね！」
豆 秘密基地を思わす自適な伊豆高原暮らし。

LIFE
File No.05

伊豆高原

安田 正治さん、久美子さんご夫妻

地 域 の サ ー クル 活 動 紹 介

伊豆高原ペタンククラブ

伊豆高原ペタンククラブより……
ペタンクはフランス生まれのスポーツで、最近では全国
的にも注目されはじめています。
ペタンクとは木製の目標（ビュット）へ自分のチームの
ボール
（鉄またはステンレス製）
をいかに相手より近づけ
るかで勝負が決まります。
年に3・4回大会にも参加しています。
見た目よりかなり面白いので、ぜひ、
みなさんも挑戦して
みてください。

名古屋から移住して5年。水泳・ダイビング好きのご
主人と、
自疆術（じきょうじゅつ）
やフィットネスに通う奥
さま。
お二人とも趣味を通じ交友を深めるほか、現在は
地区会長、広報も兼任。地域と密接に付き合うことで
たくさんの方と出合い、情報を共有し、地域活性化に
努めていらっしゃいます。
安田さんのお宅に伺い驚いたのは、
その空間。中
古住宅を購入し、至るところに手を加え、
まるで秘密基
地のような空間に
造り上げているこ
とでした。床の張り
替 え 、暖 炉 の 設
置、地下室の増設
とそこに作られた
当初は50坪だったお庭も今では150坪。
何もない状態からの池作りやアプローチ
などすべてご主人が造り上げたもの

作業場やカラオケ
ルーム、空を見上

お庭の一角にはご主人手作りのピザ釜

げる天井裏の窓、海を眺め

た」
と話す奥さま。名古屋の人

るデッキチェア、広い庭と池

は他県にあまり出たがらない

作り、
ピザ釜、
そして現在は

県民性で最初は移住に難色

露天風呂も造成中とのこと。

気味だったそう。
しかし以前と

そのすべてがご主人の手作

は全く違う自然豊かな伊豆高

りです。
もともと大手自動車

原で、
ご主人をやさしく支えな

メーカーの研究所で設計の

がら、今の生活を満喫されて

仕事をしていたそうですが、

いるようです。夏には庭にテン

モノ作りへの意欲は留まるこ

トを張りお孫さん達とピザや

とを知らず。楽しみは常に広

バーベキューを楽しんだり、来

がるばかりです。
現在造成中の露天風呂。出来上がりが
楽しみです

活動内容
日
時
場
所
会 費 等
連 絡 先
地下室には作業場やカラオケルームも

伊豆高原デジカメ倶楽部

年はホタルも見られる予定だ

伊豆高原の第一印象を

とか。楽しく素敵な暮らしぶり

「緑がものすごく多いと感じ

を拝見できました。

鉄ボール投げの競技
毎月第3日曜の午後
八幡野小学校 校庭
（年）2,000円
三浦 今朝子（電話0557-53-2234）

伊豆高原デジカメ倶楽部より……
写真を撮るのが大好きな人の集まりで、交流
会で作品を交互に披露します。
年に2回の作品展を目指して作画に励みます。
15時〜17時 定例会員交流会
会員募集しておりますが、一眼レフカメラをご
使用の方に限ります。

ご主人の夢は自動車で空を飛ぶこと。
2020年の東京オリンピックには完成させ
たいと意気込みを見せます

活 動 内 容 デジカメ
（交流会・情報交換・技術レクチャー）
日
時 毎月第2日曜 15：00〜17：00
場
所 八幡野コミュニティーセンター
会 費 等 （諸経費）300円
連 絡 先 山本 忠行（電話0557-54-2978）
U R L http://digicamaclub.sblo.jp/
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