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出掛けてみよう！
※各イベントにつきましては

6/1～
6/30まで

自 遊 時 彩

伊豆高原

2017年3月発行

Vol.13 春号

伊豆高原分譲地のお客様へ

ホテル伊豆急
伊豆の三大味覚プラン
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キャン
ペーン
ペーン

宿泊期間

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。

伊豆急の温泉

『自遊時彩を見た！』
でお得になる、
限定宿泊プランのご案内です。
ホテル伊豆急は下田・白浜海岸の
目の前に立つ、
温泉リゾートです。
３大味覚「金目鯛」
「あわび」
「伊勢
海老」すべてを満喫できるお得な
プランがさらにお得に！
あじさい祭やきんめ祭り開催中の
2017年6月1日
（木） 下田へ、
ご家族やご友人とのお出
～6月30日
（金）
かけはいかがでしょうか？
おひとりさま
土曜日

宿泊料金

伊豆高原分譲地（東大室地区・富戸地区を除く）の温泉は、東
伊豆町熱川周辺に湯量豊富な4本の源泉を確保し鉄道沿いの
配湯パイプラインを使用して伊豆高原へ引湯しております。
その
熱川温泉は、その昔武将太田道灌が、和歌に因む「天城山の
お食事

※１室２～４名様、
１泊２食付（税・サービス料込、入湯税別）
※お子様料金について

6/1～
6/30まで

イベン
イベント
ト

《ご夕食》調理長おすすめの和食会席です。
あわ
びの踊焼き
（一枚）
と伊勢海老たれ山椒焼き
（半
身）、金目鯛おろし煮（切り身）付きとなります。

い出し、川辺に立ち止まると猿や猪が集まり、川のほとりに湧き
出るこの場にて、その身の傷を癒す姿を垣間見て、熱い川を「熱

太田 道灌

《ご朝食》和洋のバイキングスタイルとなります。

太田 道灌は、室町時代後期の武将。
武蔵守護代・扇谷上杉家の家宰。摂津
源氏の流れを汲む太田氏。諱は資長
（すけなが）。太田資清（道真）の子で、
家宰職を継いで享徳の乱、長尾景春
の乱で活躍した。江戸時代に入り徳川
家が段階的に改修を加え、日本最大
の城郭となった江戸城の基となる平
山城を築城したことでも有名である。

http://www.hotel-izukyu.co.jp/

HP
予約申込

ホテル伊豆急 予約係⇒℡0558-22-8111ま
たは℡03-3463-8201（9：30～17：30）
※「自遊時彩を見た！」
とお申し付けください。

［ 下 田きんめ祭り］

金 目 鯛 の 水 揚 げ 量 が日
本一の下田港。
春から夏にか
けて金目鯛に
脂が乗るおい
しい季節に併
せて開催され
るのが「下田きんめ祭り」。刺身や煮付けだけ
じゃない、下田ならではのバリエーション豊か
なきんめグルメをお楽しみください。
伊豆半島の郷土料理、
珍しい定置網
で獲れた魚の販売、
金目鯛の味噌汁
6月17日
（土） サービスや餅まき、ゆるキャラも登
場！活気ある、年に一度の祭典です。
（予定）

きんめの加工品、その他鮮魚や干
海鮮きんめ市 6月18日
（日） 物、海産物の販売。
ミニコンサート
など賑やかに開催されます。
（予定）

6/1～
6/30まで

TEL.0557-53-1533

http://www.resort129.com

川」
と命名し、
自らも巻狩りの疲れを、癒そうと湯浴みをすると、立ち
所に身体中に生気漲り、
この恵みに吾と我が身を疑った。」
と記され
ているように、
「熱川」
の命名は太田道灌によりされたものと語り継が
れています。
その後、何の因果か太田道灌が築城した江戸城の基となる平山
城に徳川家康が居城し、城の改築を加えた折りに道灌由来のこの熱
川の地からも築城石が切り出され、数多くの船により江戸城に運ば
れ日本最大となる城郭を誇る江戸城の石垣に使用されました。

［ あじさい 祭 ］

イベン
イベント
ト

2017年6月1日
（木）
～30日
（金）

下田市街と下田港を一望できる
「下田公園」
に、
日本一といわれる15万株300万輪のあじ
さいが約10万㎡の広大な敷地に咲き乱れ、
まるで万華鏡の中を歩いているようなあじさ
い群生地の遊歩道が人気です。
散策のあとにほっと一
賑わいの 期間内 息 つ ける「あじさい 茶
露店街
毎日 屋 」でご 当 地グルメや
地場産品を販売します。

温泉ソムリエがおすすめする分割浴
①入浴15～20分前までに水分補給
②かけ湯

かけ湯

汚れを落とすというマナー面だけでな
味があります。足先など心臓より離れた

⑦3分間の入浴

部分から順に行いましょう。

「分割浴」とは？？
短い入浴と浴槽から出て休憩す

ることを繰り返すのが分割浴で
す。心拍数を急上昇させることな

く血流量をアップさせ、体の負担
を抑えることができ、
さらに一気

に入浴するよりも湯冷めしにく
いと言われております。

お湯から上がるときに立ちくらみを起こしやすい方は

③3分間の入浴
心臓に負担がかからないように、足だけつける
「足浴」、下半身

を温める
「半身浴」、肩までつかる
「全身浴」の順に少しずつつ
かるのがおすすめです。

入浴中に冷たいタオルを頭にのせることをおすすめ

します。入浴後は心臓に負担がかからないように、半
身浴、足浴を経てゆっくり上がりましょう。
また、
お風呂
から上がる前にシャワーを浴びると、せっかくの温泉

成分が流れてしまいます。身体についた温泉の成分

は、入浴後も3時間は皮膚からの浸透効果が持続しま

お問合わせ：下田市観光協会 TEL0558-22-1531
http://www.shimoda-city.info/

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。

す。なお、肌が弱い方はシャワーで洗い流すことをお
すすめします。

④頭を洗う

足浴

半身浴

全身浴

頭や身体を洗う時間が「分割浴」における、休憩する時間に当

たります。

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

⑤全身浴
（3分間）
⑥身体を洗う

く、温泉の泉質や温度に体を慣らす意

※各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。

静岡県伊東市八幡野1151番地

白田源泉

白田源泉（白田）100℃

資料提供：伊豆熱川観光協会

2017年6月1日
（木）
～30日
（金）

水産まつり

湯の沢源泉

湯の沢1号源泉（片瀬）100℃
湯の沢4号源泉（片瀬）100℃

巻狩りの折り湯煙が川面より立ち昇り海へ注ぐ此の濁り川を見

※お子様にはあわび・伊勢海老・金目鯛は付き
ません。
お子様向けのお料理となります。

料金
寝具
あり 上記料金の70％
あり 上記料金の50％
3,240円
なし
0円
なし

奈良本源泉（熱川）93℃

熱川温泉の由来をご紹介します。

１２，
０００円
１４，
５００円

お食事内容
ご年齢
小学生 大人に準じたメニュー
5～6歳 お子様用メニュー
なし
3～4歳
なし
3歳未満

引湯トンネル内にある
奈良本源泉
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⑧水分補給

温泉ソムリエに
認定された
小澤 梓さん
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仙台から移住された中村さんご夫妻。

サ ー ク ル 活 動 紹 介

会社勤めを終え、新たに始まる生活の拠

点をこちらに移したのが2013年3月のこ

とです。子どもたちも独立し、そのまま続

［ホオキパ フラ］

けていく仙台での暮らしに先が見えた…

中村利克さん、友子さんご夫妻

野鳥の子育て観察の喜び

伊豆高原

巣箱作りを通じて繋がる人脈と

File No.11

と話す利克さん。
「伊豆暮らしをしたい」
と

日時

いう奥さまの希望もあり、
「もっと違う展開

伊東観光会館でのフラショーで市民の皆様におなじ

す。移住後、伊豆高原さくらまつりに出店

表会や地域イベントの参加を一緒にしています。

販売していた
「巣箱」
との出合いが、現在

の趣味である巣箱作りへと繋がります。

場所

ホオキパ フラよりメッセージ

ハワイの音楽で体を動かすと、自然と気持ち

がやさしくなって、心がふんわり温かくなりま

①毎週金曜日10：00～11：45

②第1・3金曜日13：30～15：30（延長あり）
③第2・4火曜日10：00～11：45

みのラウレア フラ スタジオの流れをくむ教室で、発

で新たな生活をしよう」
と決断したそうで

会費

代表者

※上記日時は変更となる場合がございます。
①生涯学習センター赤沢会館
②

〃

③八幡野コミュニティセンター
1レッスン500円

星 喜代美（℡090-6529-3890）

す。
フラは心と身体の健康づくり、頭と体のダ

イエット、友達づくり等、不思議な魅力がいっ
ぱ い！初めての 方も

中村さんが制作した巣箱。巣箱とは思えないモダンな形が特徴的。
3500円～4000円程度

基 礎 からゆっくりス

もともと木工に興味があり、最初はその時に購入した

タートします。興味の

な巣箱から、中村さんならではのセンスで作るモダンな

ださい（ 体 験 1 回 無

ある方、
まずは体験く

巣箱をそのまま復元することから始まり、
オーソドックス

ものへと作品も変化しています。週5日の作業で作れる

料）。初心者の方も経

巣箱は約6個。
カフェやレストランで引き合いがあり、そ

「野鳥が入らないので、ハシゴも付けたんですよ
（笑）」
と中村さん。庭に取り付けた巣箱には毎年
野鳥が訪れるそう

験者も歓迎。ご連絡

こで中村さんの巣箱を目にしたお客さんが購入してくれ

おまちしてまーす♡

ることも多いそう。制作1年目は18個を販売、2年目は30
個まで販売したいと意気込みます。

「自分で作った巣箱を庭に取り付け、野鳥のつがいの

子育ての様子を見るのも醍醐味ですね」。
と中村さん。
シ

ジュウカラやヤマガラなど我が家を訪れる野鳥たちの様

子をフェイスブックにアップするのもまた楽しいと笑いま

リゾート21［Izukyu KINME Train］運転中！
伊豆急の看板電車であるリゾート21の3次車（7両編成）
を使用し、
「黒船」
ととも
に伊豆を代表するアイテムである
「金目鯛」
をイメージしました。塗装は「赤」
をメ
インに鉄道車両としては珍しいシルバーグレーのグラデーションを施し、各車両
は1号車から7号車まで沿線の各市町のご協力を頂き、キンメダイをはじめとし
たそれぞれの市町の特産品をＰＲする車両として装飾いたしました。
その他にも、3号車はキンメダイ博物館として、
キンメダイの歴史や生態を紹介す
るなど、乗って楽しい・乗ってみたくなる車両です。

す。巣箱を購入した方から、野鳥が入ったよと連絡を受
けることもしばしば。里山ク

バードハウス直売所

ラブ、
木工の会、
巣箱を通じ

工房・四十雀

て出合った人たち。お金よ

伊東市八幡野1086-81

問い合わせ
℡080-8211-4808
t.nkamura.4984@gmail.com

活動内容 フラダンスを楽しみ、
心と身体の健康づくり

りも大切なものを得ること
ができたと満面の笑みを

中村さんご夫妻

見せてくれました。

手作りの看板。展示会やイベントな
どの参加時にはこの看板を目印に

伊豆の旬な情報をグループ公式SNSで配信中！

ゲ ス ト の お も て な し に 是 非 ご 利 用 く だ さ い 一般の方もご利用いただけます。

～ 伊豆の景色・温泉に癒される宿 ～

戸田市保養所
https://www.facebook.com/izukyugroup

ご利用日の1か月前の
月初めから予約受付

ご予約

お問合せ
2

℡0557-23-0890

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

http://www.izukyu.co.jp/ TEL0557-53-1939

https://twitter.com/izukyu_group

◀夕食料理（イメージ）

◀お風呂

http://instagram.com/izukyu_group

6,710円（税込・入湯税込）

1泊2食付 大人料金
（年間均一料金）

