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出掛けてみよう！
※各イベントにつきましては

伊豆急
伊豆急
沿線
沿線
開催日
旅程

料金

［伊豆急100系レトロ電車ぶらり旅］

2016年
2016年
5/31まで
5/31まで

好評により今回で第3弾！伊豆急のレトロ電
車「クモハ103」
に乗車して、
「グルメあり」
「温
泉あり」
「 観光あり」
「 体験あり」の欲張りツ
アーで伊豆を満喫してください。

開催日
参加方法
賞品

2016年5月31日
（火）
まで
①参加費として伊豆急線各駅にて入場券（170円・
伊東駅のみ140円）
を購入し、
スタートする駅窓口に
て
「コースマップ」
「沿線散策シート」
を入手しウォーク
開始。⇒②次駅に到着したら窓口にて証明スタン
プ・区間賞をもらう。
【区間賞】
「電車のオリジナルピンバッジ」
【全13区間完歩賞】
「ピンバッジコレクションボック
ス」、
「記念マフラータオル」

2016年
2016年
1/
1/16
16・
・19
19・
・22
22

伊豆急
伊豆急

各駅発着
各駅発着

下田
下田
寝姿山
寝姿山

営業時間
料金

アクセス

伊豆急行線（伊東駅→伊豆急下
田駅約77.7Km）13駅の駅間を
歩くウォーキングイベントです。
東伊豆エリアの爽やかな自然と
ふれあいながら、駅区間完歩賞
オリジナルバッジをゲットしよう！

伊豆急
伊豆急
各駅
各駅

12月6日
（日）
・13日
（日）
・1月17日
（日）
・23日
（土）
【下り編（伊豆高原駅→伊豆急下田駅）】
伊豆高原駅10:20出発⇒伊豆稲取駅下車「みか
ん狩り」⇒伊豆急下田駅13:00着「宝福寺で龍馬
とお吉のお話」※ぶらり旅限定「南伊豆産の伊勢
海老弁当」付き！
【上り編（伊豆急下田駅→伊豆高原駅）】
伊豆急下田駅14:24出発⇒今井浜海岸駅下車・
伊豆今井浜東急ホテルで
「アリイパンケーキ」
を賞
味⇒伊豆熱川駅下車・熱川プリンスホテル屋上
露天風呂の入浴またはふだん行けない稲取貨物
線入線体験⇒伊豆高原駅17:35着
【下り編】
おとな4,900円こども3,000円
【上り編】
おとな4,700円こども2,900円

2016年
2016年
1月1日
1月1日

［第12回伊豆急全線ウォーク］

［下田ロープウェイ初日の出運転］

伊豆急行線各駅から乗り換えなしで成田
山 へ 参 拝できる初 詣 専 用 列 車です。朝・
夕のお弁当が付くほか、車内で「護摩札」
やお 土 産の注 文も承ります。お 楽しみ 抽
選会も実施。

伊東大川橋（伊東駅より徒歩10分）

TEL.0557-53-1533

火 山 が つ くっ た 伊 豆 高 原 の 大 地

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。
山頂から眼下に見える池盆地の田園風景は、大室山から流れだした溶岩に
よるせき止め湖のなごりです。明治初年まではこの湖が残っていたため、
この
盆地周辺は「池」
と呼ばれていました。明治以降に湖を干拓して生まれた水田
では、四季を通じて美しい里山風景を楽しむことができます。
池盆地の背後にある矢筈山（やはずやま）と孔ノ山（あなのやま）は溶岩ドーム（ねば
丘（ねばり気の弱い溶岩のしぶきや火山弾がつもった丘）、いずれも約2700年前の割れ目
噴火で同時につくられました。
さらに奥には約14万年前の噴火でできた遠笠
山（とおがさやま）や、約20万～80万年前の噴火でつくられた天城山の山々があ
ります。

出典協力：伊豆半島ジオパーク推進協議会

大室山からの景色

旅程

大川橋から流れ落ちる水のカーテンを照らす
幻想的な6色のLEDライトによる「レインボー
シャワー」。また音楽に合わせ光が舞い踊る
（日程下記参照）
「レーザーショー」
も実施します。
開催日時 レインボーシャワー 12月19日
（土）～1
月11日
（月・祝）各日19:30～、20:00
～、20:30～
（各回15分）
レーザーショー 12月19日
（土）、22日
（火）、26日
（土）、
開催時間は同上※強風等気象条件により中止する場合もあります。

http://www.resort129.com

Vol.9 冬号

開催日

2016年1月1日
（元日）早朝5:30より営業
※通常期9:00～17:00（季節により変更有）
往復乗車券 大人1,030円小人510円
★伊豆高原メンバーズクラブ会員証のご提示で
「往
復乗車券」3割引きにてご利用いただけます。
伊豆急下田駅前（徒歩1分）

静岡県伊東市八幡野1151番地

2015年11月発行

り気の強い溶岩でできたドーム状の山）、
その左手に見える伊雄山（いおやま）はスコリア

2016年1月16日
（土）
・19日
（火）
・22日
（金）
【行き】伊豆急下田駅6:58発⇒成田駅11:53着
【帰り】成田駅15:47発⇒伊豆急下田駅20:50着
※伊豆急行線全駅にて発着いたします
募集人員 1/16･19▶各300名、
1/22▶400名
※各日定員になり次第締め切り
予約申込 伊豆急
トラベル伊豆高原、伊豆急トラベル下田
伊豆急行本社事務所（℡0557-53-1116）
料金
発着駅
往復料金
伊豆急下田～今井浜海岸 10,500円
伊豆稲取～伊豆大川
10,300円
伊豆高原～伊東
10,100円
※小人料金は2,000円引き

寝姿山山頂にて太平洋より昇るご来光をご覧
いただき、
ご利益あらたかな愛染堂での初詣
参拝から良き一年のスタートをお迎えくださ
い。
ご利用者全員に干支の根付のプレゼント
や、山頂にて甘酒、
お神酒、樽酒の無料サービ
ス、福引大会を実施します。

自 遊 時 彩

［成田山新勝寺 初詣］

静謐な空気に映える「冬のライトアップイベント」
伊 東 温 泉 光と水 のファンタジア
熱 川 温 泉 キ ャ ンド ル ナ イト

場所

伊豆高原

伊豆半島
ジオパーク
世界認定に
向けて ②

12/
12/66・
・13
13
1/
1/17
17・
・23
23

伊豆急沿線のイベント情報

事情により変更の場合がございます。

夜の海岸線を灯すキャンドルの無数の明かりは、
使用済みペットボトルを約3000個並べて再利用
したというエコロジーな試み。満天の星空を眺め
ながらのロマンチックなお散歩が楽しめます。
開催日時 12月19日
（土）、1月30日
（土）、
2月27日
（土）、3月26日
（土）
各日20:00～
（1時間程度）
※雨天、強風時は中止となります。
場所

熱川海岸遊歩道（伊豆熱川駅
より徒歩10分）

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
事務局から 地域情報誌「自遊時彩」
「伊豆高原メンバーズクラブ」
を創設いたしました。
（入
のお知らせ サービスをご案内する一環として、
会金・年会費・更新手数料無料）
詳しくは、
左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
4

大室山からの景色（南方向）

大室山登山リフト
（伊豆高原駅から車で12分）
《料
金》 大人往復500円 小人往復250円
山頂へは
《お問い合わせ》 ℡0557-51-0258 http://omuroyama.com/
大 室 山

大室山登山リフト

南イズジオツアー 認定ジオガイドが案内するツアーです。 ℡0558-62-0141

世界に誇るジオサイトを目の当たりに！ 《お問い合わせは》南伊豆町観光協会
http://www.minami-izu.jp/

1/23（土）

大地と歴史の繋がりを学ぶ
ジオウォーク

大地からの恵み（ここでは

主に岩 石 ）を地元の人は

様々なことに利用して
きました。石仏を建てた
り、建築資材にしたり。
当時の様子を想像しな
がらのジオウォーク。

2/21（日）

神秘的な空間石丁場
トレッキング

青野川沿いの河
津桜と菜の花を眺
めながら、神秘の
石丁場へトレッキ
ング。地元のかつ
ての産業と生活に
想いを馳せる。

奥石廊崎
加納石丁場
【エリア】奥石廊崎
【エリア】下賀茂
【集合】下田駅、奥石廊崎（南伊豆町ジオパークビジターセンター） 【集合】南伊豆道の駅下賀茂温泉湯の花
【時間】9時～13時（約4時間）
【時間】9時半～12時（約2時間30分）
【料金】3,500円
【料金】2,000円
【最少催行人員】10名
【最少催行人員】10名
1

3 / 6（ 日 ）

椿園と海辺の地形を楽しむ
ピクニック

弓ヶ浜を出発し、逢ヶ浜
を経由して、海辺の地
形の違いや特色を観察
しながらハイキング。
タ
ライ岬では海岸や伊豆
七島を眺めながらのラ
ンチ！
（弁当付）

【場所】弓ヶ浜・タライ岬
【集合】弓ヶ浜駐車場
【時間】10時半～13時（約2時間30分）
【料金】3,000円
【最少催行人員】10名

逢ヶ浜
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サ ー ク ル 活 動 紹 介

［伊東山歩会

］

（いとうさんぽかい）

関村信行さん、淳子さん夫妻

人生で一番輝く時はこれから始まる「晩年の人生」です

伊豆高原

趣味と運動と交遊でいつまでも生き生きと

File No.07

活動内容 会員相互の親睦と健康維持のための山歩き

伊東山歩会よりメッセージ

毎月 1 回の山歩き

日時

場所

会費等
連絡先

会員数35名（男女比4:6）全員が60～70才代で

近くは天城山系から遠くは全国各地の山々

す。日帰り山行が主体ですが、年に3～4回は1

年会費 5,000 円、山行参加費は都度徴収
森

～3泊の山行も実施しています。

良江（℡0557-47-1977）

山行へは貸切バスを利用し、参加者は最寄バス
停から乗車してもらいます。

山行参加費目安は、
日帰りで3,000～6,000円、

❷

❶

❸

1泊で15,000円～20,000円程度です。

❹

❶やさしさ溢れる信行さんと、太陽のように明るく温かな人柄の淳子さん／❷仏像を彫っていると時間を忘れてしまうそう。
リビ
ングや階段にはたくさんの仏像が並び、
ご夫婦を見守っています／❸友人たちと薪ストーブを囲んで食事会／❹信行さんが作っ
たかわいらしいバンビとトナカイ

伊豆高原に移住して丸10年を迎えた関村さ

んご夫妻。
「田舎暮らしをしたい」
という思いから

れからは積極的に地域社会の活動に参加し、現

在はボランティアとして小学校で英語を教えた

雪の心配がない伊豆高原を定住の地に選びま

り、各サークルの世話人などもこなしています。

ン拍子に進み、予定よりも早くその夢を叶えるこ

始めたとは思えないほど技術に長けた仏像彫刻

した。土地を購入し、家を建て、何もかもがトント

信行さんはというと、
テレビ視聴をきっかけに

とになったのも人との出会いやタイミングがうま

をはじめ、バードカービング、太極拳、
ゴルフなど

繋がるコミュニケーションをとても大切に育んで

ど二人とも多彩な趣味をお持ちです。

く重なり合ったことから。人との出会いを通じて
います。

「ここでの生活が充実したのはお友達ができ

てからなの」
と淳子さん。海外生活の経験もあり、

［NanZ VILLAGE（ナンズ・ヴィレッジ）］
■静岡県下田市1-6-18

を趣味に。淳子さんもコーラス、絵手紙、旅行な

伊豆急下田駅から徒歩3分の場所に9月にオープンした「ナンズ・ヴィ

豆製氷所」
（1923年建造）
の跡地。

自然体で暮らせるのが伊豆高原。冬は温もりあ

白い星型のテントが目印の敷地には、黒船をイメージしたシックかつ解

る薪ストーブを囲んで友人と盃を重ねるのが楽

しみです」。趣味を通じて知り合った心許せる友

言います。
「せっかく実現した田舎暮らしなのに、

フを楽しんでいらっしゃいます。

■http://nanz.villageinc.jp/

レッジ」。
ここは惜しまれながら昨年取り壊された国登録有形文化財「旧南

「人も自然もとてもさわやかで、肩肘張らずに

アクティブなご夫妻ですが、移住して1年は友人

もいなくここでの暮らしが淋しいと感じていたと

NEW

新たな商業施設が下田にOPEN！

放感溢れるレストラン棟、
マルシェ棟が並びます。製氷所で使われていた

伊豆石を内装に取り入れたレストランでは、地元漁師から直接仕入れる海産を使ったブイヤベー

人達に囲まれ、ハッピーな伊豆高原スローライ

スが楽しめるほか、
マルシェ棟には地魚メーンの寿司店や海産物店、
カフェなどが入り、港町下田

らしい味と雰囲気を提供します。開国のまち下田散策の際に、立ち寄ってみてはいかがですか？

思い描いたものと違う・・・これじゃダメだ」
と、そ

ゲ ス ト の お も て な し に 是 非 ご 利 用 く だ さ い

東 伊 豆まち温 泉 郷

～ 敷 地 内 源 泉 から湯 けむりが 立ちの ぼる宿 ～

戸田市保養所
ご利用日の1か月前の
月初めから予約受付

静岡県賀茂郡東伊豆町白田321-7
http:www.izukyucom.co.jp/shiratanoyu/
（伊豆急行線「片瀬白田駅」
より徒歩約5分） 指定管理者／株式会社伊豆急コミュニティー
3

◀客室一例

2

℡0557-23-0890

◀夕食料理（イメージ）

◀お風呂

ご予約

お問合せ

6,710円（税込・入湯税込）

1泊2食付 大人料金
（年間均一料金）

