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出掛けてみよう！
※各イベントにつきましては

第７１回按針祭

［按針パレード］

4日
（金）
4日
（金）

時間
場所

１６：３０～１８：３０
国道１３５号伊東バイパス
（市営海浜プール
付近からなぎさ公園付近）

三浦按針が、伊東で建造した日本初の洋式帆船「サン・ブェナ・ヴェ
ンツーラ号」
を始め、市内の子供達の団体・按針や縁のある人に扮し
た団体など、市民団体が多数参加する
「按針パレード」
を実施します。
また、今年は
“東京ディズニーリゾート®・スペシャルパレード”
が特別
参加します！
「東京ディズニーリゾート」
からミッキーマウスをはじめとし
た、
ディズニーの仲間たちが、夢と魔法を届けるために、按針パレード
にやってきます！ディズニーの仲間たちは、特別なデザインが施された
パレード用の車両「リマウジン２」
と
「ドリームクルーザーⅡ」
に乗って登
※当日は交通規制がありますので、
ご注意ください。
場します。
8月
8月

按針メモリアルパーク

［水辺de癒されまＳＨＯＷ！
！］

5日
（土）
5日
（土）
6日
（日）
6日
（日）

時間
場所

１６：００～２０：３０
（予定）
按針メモリアルパークステージ、市内各所（伊
豆高原駅等）

【８月５日】按針メモリアルパークステージの完成記念セレモニーを開
催します。
ステージでは、大道芸人たちによる笑いと驚きのパフォーマ
ンスが行われます。
また、市内各所にて、大道芸グリーディングパ
フォーマンスも行われます。
【８月６日】按針メモリアルパークステージにて、市内団体による演技
（よさこい、
ダンス等）
が行われます。
8月
8月

［市民夏の夕べ］

7日
（月）
7日
（月）

時間
場所

花火大会

伊東市
周辺の

開始時間

情報

7月 30日
（日）
～31日
（月）２０：３０～２１：００
8月
1日
（火）２０：００～２０：３０
8月 2日
（水）
～4日
（金）２０：３０～２０：５０
8月
8日
（火）２０：５０～２１：００
8月
9日
（水）２０：５０～２１：００
8月
10日
（木）２０：００～２１：００
8月
14日
（月）２０：００～２０：３０
8月
15日
（火）２０：００～２０：３０
8月16日
（水）
～19日
（土）２０：３０～２０：５０
8月
22日
（火）２０：３０～２１：００
8月
26日
（土）２０：３０～２０：５０

静岡県伊東市八幡野1151番地

TEL.0557-53-1533

http://www.resort129.com

１９：３０～２１：００
伊東松川（通学橋～海上）

伊東松川上流より下流にかけて２ヵ所と海上の船の３ヵ所から灯
籠を流します。灯籠の当日販売もしているので、観光客の方も先
祖供養などの灯籠を流すことができます。
また、
２０：５０からは、約８
００発の花火が打ち上がります。
8月
8月

［第４０回太鼓合戦］

9日
（水）
9日
（水）

時間
場所

１８：００～２１：００
なぎさ公園（入場無料）

東京、神奈川、静岡県内などで活動する太鼓チームが集まり、和
太鼓の競演をします。毎年、
１０チーム程が参加し、伊東の夜空に
響けと言わんばかりに、汗いっぱいに勇壮なバチさばきを披露しま
す。
また、
２０：５０からは、花火が打ち上がります。

［第７１回按針祭式典］
10日
（木）
10日
（木）
［按針祭海の花火大会］
8月
8月

式典/１６：３０～１７：４５
花火/２０：００～２１：００
場所
式典/伊東市観光会館ホール（入場無
料）、花火/伊東海岸一帯
【第７１回按針祭式典】三浦按針の事績を顕彰する式典です。国
際親善を願い、
アメリカ・イギリス・メキシコ・オランダ・スペインなど
の外国来賓を招待して、国際色豊かな式典が盛大に行われま
す。一般の方も参列することができます。
【按針祭海の花火大会】伊東温泉最大のイベント
「按針祭海の
花火大会」
では約１０，
０００発を打ち上げ、
スターマインの早打ち
や空中ナイアガラなど、身体に響く打ち上げ音とともに、多種多
様な花火が打ち上がり、見物客を飽きさせません。特別観覧席
（2,000席限定・1席2,000円）
もあり、最高の場所で花火を堪能
することができます。
時間

［按針コンサート］

11日
（金・祝）
11日
（金・祝）

時間
場所

フラダンスや民謡、
民舞など伊東市文化協会に加盟する各種団体
が日頃の成果を披露します。
開催日

場所

8月
8月

１７：３０～２１：００
伊東市観光会館ホール
（入場無料）

時間

１３：００～１５：３０
（予定／１２：３０開場）
伊東市観光会館ホール
（入場無料）

海上自衛隊横須賀音楽隊のコンサートをはじめ、航空自衛隊浜
松基地龍武太鼓、伊東市出身のソプラニスタ・ガラシャによるコ
ンサートを実施します。事前予約不要。

場所

伊東海岸
宇佐美海岸
伊東海岸
伊東海岸
伊東海岸
伊東海岸一帯
八幡野港
川奈いるか浜公園
伊東海岸
伊東海岸
伊東海岸

大会名

伊東温泉「夢花火」
PART1～2
宇佐美夏まつり海上花火大会
伊東温泉「夢花火」PART3～5
按針祭・灯籠の流れ打上花火
按針祭・太鼓の響き打上花火
第７１回按針祭海の花火大会
やんもの里花火大会
川奈港いるか浜花火大会
伊東温泉「夢花火」PART6～9
第４１回伊東温泉箸まつり花火大会
伊東温泉「夢花火」PART10

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。

自 遊 時 彩

伊豆高原分譲地在住
元環境省 環境カウンセラー

8月
8月

［松川～海上灯籠流し］

宮内和雄氏 寄稿

按針祭は徳川家康の外交顧問・三浦按針（英名：ウィリアム・アダ
ムス）が松川河口で日本最初の洋式帆船を建造したことを記念し
たお祭りです。今年は、伊東市制施行70周年を記念し、8月4日
（金）から11日
（金・祝）
までを
「按針ウィーク」
とし、多彩なイベント
が行われます。

8月
8月

8日
（火）
8日
（火）

伊豆高原

消えた里山林

伊東市制施行７０周年記念

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。

Vol.14 夏号

クヌギ・コナラの雑木林

伊豆高原は、半世紀前

今、半世紀の時を経て、別荘分譲地の植生環境も大きく変

までは若々しい 雑 木 林

化しています。美しい景観を作っていた、
コナラ、
クヌギを主体

で、毎年よく手入され管

とした落葉広葉樹林は既になく、所々に弱った姿で大木が残

理された生活林が広大

されているだけです。
自然公園法の規制によって守られて残

な 溶 岩 台 地 に美しく広

された樹木も、そのままでは維持できず、温暖な伊豆では放

がっていました。雑木林

置すると徐々に落葉樹から、
クスノキ、
シイノキ、
カシノキ類な

を構成する主な樹種は、

どの常緑照葉樹に置き変り、
スギ、
ヒノキも実生から共に大き

コナラ、
クヌギで先祖が

く育って、暗い陰樹の森の様相をあちらこちらで呈し始めてい

収入を得るため植えて育

ます。暗くなった林床からは、
日光を好むヤマツツジも影をひ

てた薪炭林で、繰り返し

そめ、花の咲く可憐な草花も姿を消し、伊豆高原のイメージ

再生させ利用してきた株立が主体で、いつも若々しい姿の林

を損なってきております。

でした。
これに交ざって5月に白い花を下向きにつけるエゴノ
キ、初夏に白いツバキを小さくしたような花をつけ木肌の美

今後に向け伊豆高原地域の植生環境を維持するために、

しいヒメシャラを始め、ヤマザクラ、
オオシマザクラ、マメザク

それぞれの所有者が意識して取り組んでいかなければなら

ラ等のサクラ類、
イロハモミジ、
ヤマモミジ、
イタヤカエデ等の

ない重要な時期にさしかかっていると思われます。

カエデ類、
ミズキ、
ゴンズイ更に低木のヤマツツジ、
ウツギ、
マ
ユミなど美しい花を咲かせ、実をつける樹種の交ざった明る
い林でした。林床は日もよく差し込んで、春にはスミレ類シュ
ンラン、エビネ、夏にはヤマユリ、カワラナデシコ、秋にはキ
キョウ、
リンドウ等、季節ごとに美しい花々が咲く明るい里山
林でした。

ヒメシャラ
写真提供：S-Hoshino.com

この溶岩台地に広がる美しい雑木林が評価され昭和30年
に大室山、一碧湖を加え、天城山の稜線、伊豆西南海岸と共
に国立公園に指定されました。
これによって植
生環境も維持されると思われました。
しかし、昭和36年伊豆急行が開通すると、
こ
の広大な美しい溶岩台地も次々と業者によっ
て別荘地開発が行われ、昭和40年代後半には
日本有数の別荘地帯が誕生しました。

キキョウ
写真提供：S-Hoshino.com

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
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ヤマユリ
写真提供：S-Hoshino.com
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「THE ROYAL EXPRESS」
デビュー！

2016年2月に埼玉県上尾市から移住してきた

島嵜さんご夫妻、奥さまの久美子さんは幼いころ
から幾度となく家族旅行で伊豆を訪れており、
「出

かけるなら伊豆」
と年に数回はご主人の誠さんと

2017年7月21日、横浜と伊豆急下田を結ぶ観光列車

一緒に遊びに来るほどの伊豆好きです。

より深い関係が築ける伊豆高原ライフ

伊豆高原
しまざき

島嵜 誠さん、久美子さんご夫妻

距離は離れたけど逆に縮まった家族や親戚、友人と

File No.12

「THE ROYAL EXPRESS」がデビューしました。

朝は小鳥のさえずりで目覚め、目の前には豊か

車両デザインはクルーズトレイン「ななつ星in九州」
を

な緑が広がり、空気が澄んでいて気持ち良く、
また

はじめとする数々の観光列車を手掛けてきたドーンデザ

ご近所付き合いもほど良い距離感で、
とにかくここ

イン研究所の水戸岡鋭治氏によるもので、
テーマで

にはストレスがないんですと久美子さん。

海と山の自然があり、海の幸も水もおいしい。歩

ある
「美しく、煌めく旅」
の空間を演出します。

いて20分で海岸まで行けるなんて最高です。
また

車内では素材や生産者にこだわり、独自の感性で

内陸の酷暑を経験した者にとっては天城高原から

お客様を感動させる料理を提供する山田チカラ氏

の涼やかな風が吹き抜け、夏が過ごしやすいのも

と、和にこだわらず創意工夫をこらした料理を手掛

お気に入りと話します。

ける河野美千代氏が監修した料理が味わえ、
「プラ

複雑な伊豆高原の地理も手伝ってか、散歩コー

チナクラス」
と
「ゴールドクラス」の2種類の座席クラ

スも数え切れないほど。春には桜の花見、夏には

スごとに異なる内容を提供しています。運行プラン

花火大会（按針祭）、秋には小室山のお月見コン

サート等々、四季折々の地元のイベントを見つけ

は「THE ROYAL EXPRESS」食事（昼食2回）付き乗

ては楽しんでいるそうです。以前からお客様をもて

車、1泊夕朝食付き宿泊、特別観光がセットになった「ク

なすことが好きで、
「 人が集まる家にしたい」そん
な思いで伊豆高原暮らしを始めたお二人。家族や

親戚、お友達を招いた際には、連れ立っておすす

めスポットへ出かけることも。

家にお客様を招くことは同じでも、
今は皆泊りが

ルーズプラン」
と、
「THE ROYAL EXPRESS」片道食事付き
八幡野港から城ケ崎海岸の門脇吊橋までの海沿いを踏破し
ようと始めたウォーキング。今は週3～4日夫婦で楽しみ、今後
はジオパークのツアーにも参加したいと話します

けで来てくれるので距離は離れたけれど、かえって親密度は増し、

乗車の
「食事付き乗車プラン」
の2種類があります。

「THE ROYAL EXPRESS」案内冊子、申込書は「THE

ROYAL EXPRESS」オフィシャルホームページまたはツ

アーデスクにて受付しています。

ろう人も来てくれる、中にはMy箸、茶碗、布団など一式持ち込んで
毎月泊まりに来る強者（笑）
もいるとか。
あまりにも楽しそうなご夫
妻の伊豆高原ライフを羨むご友人も多い様です。

「海の香りをかぐと深呼吸した
くなるよね」
と誠さん。大島な
ど伊豆七島の五島を望める景
色がこの物件購入の決め手に
なったそう

購入時は荒れ果てていたお庭も1年掛
けてお二人でお手入れを。花が咲き、
小鳥のさえずりが響き、伊豆の四季を
感じられます。夏にはバーベキューも
企画中だとか。楽しみが膨らみます

サ ー ク ル 活 動 紹 介

［わらべの会］

活動内容 朗読の学習

わらべの会よりメッセージ

小説、エッセイ、詩。古典から最新のものまで
朗読を楽しんでいます。年に数回、
お年寄りの

お風呂（女性）
ご利用日の3か月前の20日から予約受付

1泊2食付
（税込・入湯税別）

一般大人料金
（12歳以上）
子ども料金
（3歳以上）

ご予約

お問合せ

5,700円
3,250円

豊かな
良質 自然と
な
温
泉
自 が
慢
の
宿

ゲ ス ト の お も て な し に 是 非 ご 利 用 く だ さ い

夕食料理（イメージ）

■「THE ROYAL EXPRESS」
ツアーデスク
TEL:03-6455-0644
営業時間/10：00~17：00
休業日/水曜日・日曜日・祝日・年末年始

お互いの距離は縮まったと言います。上尾にいたら来なかっただ

施設等を訪問して、朗読会を行っています。佳

客室一例

■「THE ROYAL EXPRESS」
オフィシャルホームページ
https://www.the-royalexpress.jp/

入湯税150円
（6歳以上）
年末年始料金は別途設定あり

℡0557-53-1163

〒413-0232
静岡県伊東市八幡野1283番地36
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中央区立

伊豆高原荘

き作者、良き作品に出会うことは私たちの喜
びです。

http:www.izukyucom.co.jp/chuoku/
指定管理者／株式会社伊豆急コミュニティー

3

日時

毎月第4水曜日午前10：00～12：00

場所

伊豆高原「わらべ絵館」

会費

月額200円

代表者

鳥居

誠一（℡090-7424-4359）

