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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。

2018年
6/17まで

伊豆急
各駅

伊豆急行では電車と自転車を使用した新しい交通スタイ
ルの確立を目指すべく、電車にそのまま自転車を持ち込
める
「サイクルトレイン」
を始めました。
どうぞこの機会に
「サイクルトレイン」
をご利用いただき、伊豆急行沿線の
新たな魅力を探しにお出かけください。
ご利用区間
対象列車
料金

2018年
2018年
1/
1/11
11・
・17
17・
・20
20

伊豆急
伊豆急

南伊東駅←→伊豆急下田駅

各駅発着
各駅発着

指定された普通列車の8000系車両のみ
のご利用とさせていただきます。
無料（運賃のみ）

ご利用可能
台数

1列車最大6台（1号車3台・3号車3台）お
持込可能台数は、お一人1台までとさせ
ていただきます。

お持込み
可能スペース

1号車および3号車の乗務員室付近
1号車の一番伊豆急下田よりのドア付近
および3号車の一番熱海よりのドア付近

［成田山新勝寺 初詣］
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 貸
切 専 用 電 車 で す。朝・夕 の お 弁
当・お茶が付くほか、車内で護摩
札やお土産の注文を承ります。気
の合う仲間とご参加ください。

2018年1月11日
（木）
・17日
（水）
・20日
（土）
【行き】伊豆急下田駅6：58発⇒成田駅11：54着
【帰り】成田駅15：50発⇒伊豆急下田駅20：52着
※伊豆急行線各駅に発着いたします。
募集人員 1/11・17は各日400名、
1/20は300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
成田山予約係（℡090-6806-9974）
料金
発着駅
往復料金
伊東駅～伊豆高原駅
10,100円
伊豆大川駅～伊豆稲取駅
10,300円
今井浜海岸駅～伊豆急下田駅 10,500円
※こども料金は2,000円引き
開催日
行程

時刻表およびご利用にあたっての詳細はホームページ

http://www.izukyu.co.jp/kanko/cycletrain/index.html

をご覧ください。

伊豆急行株式会社 運輸部 運輸課
お問い合わせ
TEL.0557-53-1115
（平日のみ 9：30～18：00）

https://www.facebook.com/izukyugroup

http://instagram.com/izukyu_group

https://twitter.com/izukyu_group

TEL.0557-53-1533

http://www.resort129.com

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。

系となるこの大室山の移り行く姿を、目で見、心で感じ

室山は約四千年前に噴火した単成火山で、なだらかな

取って山と一体となる充実感は、格別である。

山容は多くの人に親しまれている。四季折々の風情が味

頂上の火口周辺を歩くことで喜びは倍加する。雄大な

わい深い色合いを見せ、人々の心を和ませてくれる。

景観に接しながら、悠然とした心境になる。あたかも陶

若草山と共に有名で、当日は、燃えあがるダイナミックな

触れる楽しみもある。そして素朴な草花に心を癒され

七百年前から始まったといわれる山焼きは、奈良の

淵明の如くに。
また石仏や浅間神社等の歴史や民話に

光景に魅せられて、実に多くの人で賑わう。
この山焼き

る。

き、俵を編み、牛馬の飼料とした。

ことを紹介しておきたいと思う。
『みだれ髪』
で脚光を浴

な草が芽吹き、萌黄色から竹色を経て緑となり、強烈な

もあった。

スキの穂波が群舞し、全山を埋めつくしていつしか黄金

山は、今なお眺め見入る人の気持ちをまろやかにする、

は、萱を育てる為の生活の知恵でもあった。屋根を葺

文学の好きな方には、多くの文人に愛された山である

山焼きのあとのまっ黒な地肌に、やがて春のやわらか

びた与謝野晶子や、孤高な伊豆の歌人穂積忠等の訪れ

夏の陽射しを受けて深緑に変化していく。秋になればス

その昔、山全体がご神体として崇められていた大室

色に染まっていく。風に揺れみやびな音色を奏でる光景

不思議な力を持っている。

【五智如来地蔵尊】
大室山の山頂に五体の石仏がありま
す。
この五智如来地蔵尊は、寛文の初め
頃（1663年）、相州岩村（神奈川県足柄下
郡）の地頭 朝倉淸兵衛の娘が九歳で身
ごもり、その安産を大室山浅間神社に祈
願したところ、無事安産したので、お礼に
真鶴石で五智如来像を作らせました。船
で富戸港に運び、富戸の強力兄弟が、一 【歌人 穂積忠の歌碑】
「さくらの里」に佇む歌碑
体を3回に分けて背負い、計15回で現在 大室山のふもと
で、鈴子夫人書による歌が刻まれています。
地に安置したと伝えられています。
昔から伊豆や相模附近の方々の信仰 穂積忠は明治34年生まれの伊豆を代表す
が深く、特に安産と縁結びの神様として る歌人で、昭和14年に歌集「雪祭」にて多磨
賞、大日本歌人協会賞を受賞しました。
参詣に訪れる人も多いスポットです。

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
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には、太古の昔に連なって行く荘厳さがある。冬には茶

ア丘で、平成22年に国の天然記念物に指定された。大

大室山の歴史スポット紹介

http://www.izukyu.co.jp/ TEL.0557-53-1939

静岡県伊東市八幡野1151番地

まろやかな草山のおおむろは、伊豆を代表するスコリ

2017年11月発行

大室山に落暉（ らっき）
の
餘光しづむとき
胸ふかく返るもののひそけさ

伊豆の旬な情報を
伊豆急グループ公式SNSで配信中！

寄稿

2018年6月17日
（日）
まで
①参加費として伊豆急行線各駅にて入場券（170
円・伊東駅のみ140円）
を購入し、
スタートする駅に
て
「コースマップ」
と
「散策シート」
を入手しウォークを
開始する。②次駅に到着したら窓口にて証明スタン
プと区間賞をもらう。
（有人駅のみ）
賞品 【区間賞】
電車のオリジナルバッチ
【全15区間完歩賞】
コレクションボックス
＆マフラータオル
平日のみ
問い合せ 伊豆急行
（株）TEL.0557-53-1116（ 9：30～18：00 ）
開催日

参加方法

伊東自然歴史案内人会

伊豆急行線（伊東駅→伊豆急下
田駅74.0km・片道）15駅の駅間
を歩くウォーキングイベントです。
好きな時に好きなだけ、好きな駅
から歩いてください。
ご家族やお
友達とご一緒に駅区間を完歩し、
オリジナルバッチをゲットしよう。

髙橋 尊顯 氏

目的地で
自分の自転車
使えるのって
とっても便利！

［第14回伊豆急全線ウォーク］

自 遊 時 彩

ま ろやかな
大室山

伊豆急行が
サイクルトレイン始めました。

伊豆高原
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伊豆高原で昭和の子どもたち

サ ー ク ル 活 動 紹 介

をテーマに描いた作品展示を行

う
「わらべ絵館」。2017年3月に開
館から14年目を迎え、伊豆高原

［色えんぴつの会］

での暮らしも20年になる作家の

喜田川昌之さん、妙子さんご夫妻

伊豆は「聖地」。心を洗浄してくれる場所で

伊豆高原

新たなアートが生まれました

File No.13

喜田川昌之さんと、館長の妙子さ

んにお話を伺いました。

℡090-8519-9689

も描いてみま

ここに移り住んできた人たちの理由は様々ですが、思ったよりも隣
の人たちと付き合わなくても済む、ほどほどの距離感がいいですね

です。
その時スケッチをしながら、
故郷三重県津市郊外の景色にも

しょう。見学も

大歓迎です。

住むことになるとは思ってもみなかったと言います。

似た伊豆高原の豊かな自然の良

2007年、伊豆高原にアトリエとしてセカンドハウスを持

さを感じたそう。当時はまだここに

ち、東京都杉並のご自宅から季節の良い時期に訪れていま

したが、昌之さんの65歳の記念に美術館をオープン。それ
を機に建物を建替え、
定住することになりました。

伊豆産100%のオリーブオイル初搾り!

「実際に暮らし始めると、雲の流

れ、
風の動き、
夜の星空…とにかく空

気が違い、水がおいしい」
とご夫妻。

東急電鉄と伊豆急グループが行っているオリーブを活用した地域

医者知らずの昌之さんの健康もあっ

て不便は感じないそうです。そして

「感字絵」や「独楽絵」など新しい作
伊豆高原の桜並木を描いた作品。絵画教室や
ベルマーク運動で過疎地の小学校を訪れた時
の教え子の姿を描かれることも

風も生まれ、作品数が増えたと話し

ます。

活性化プロジェクトでは、植つけ開始から丸4年となる今秋、伊豆高

「自然と人間は繋がって
いるけど、人間同士も年
齢を超えて繋がってるん
だなぁ」
と昌之さん

原桜並木にある搾油場で、伊豆産100％のオリーブオイルを製造す

ることができました。

初搾りのオリーブオイルの味は青いバナナの香りと、
ナッツのような

現在は地域の方にわらべ絵をみてもらい、心穏やかに

甘さに加えて、胡椒のような辛さがあるとても複雑な味でした。

なってもらおうと、伊東市内の高齢者施設へ作品を持参し、

本年の販売は未定ですが、来年以降

朗読と語り手の方々と共に
「出前展」のボランティア活動を

は皆さまのくらしに伊豆産オリーブ

母さん」
と言葉を発する方、
そんな姿を

オイルという新たなエッセンスを加えて、伊豆高

なこととご夫妻。
ここは羽休めの場。旅

ています。

原ブランドの価値向上に貢献していきたいと考え

見たり話を聴いたりできることは幸せ

わらべ絵館

所 伊東市八幡野1208-59
話 0557-54-7011
館 10：00～17：00
館 火・水曜
（祝日、
春・夏休み、
正月は開館）
※冬期休館12月1日～31日
駐車場 5台

梅澤 靖道

代表者

静 物 な んで

描いて欲しいという依頼が始まり

しています。絵をみて涙を流す方、
「お

住
電
開
休

2,500円

会費

いてみませんか。風景、人物、

子どもたちの姿を配した風景画を

中央会館 4F 第1研修室

場所

色えんぴつを使って作品を描

急列車が止まる各駅をテーマに

第2・第4火曜日 13：30～15：30

日時

色えんぴつの会よりメッセージ

伊豆高原との出合いは1961

年。昌之さんが伊豆急行から、特

色えんぴつ画の勉強

活動内容

別荘には八ヶ岳や千葉の御宿など候補地を見
たが、明るく開放的な伊豆高原との相性が良
かったそう

「伊豆高原に来たらこ
の自然のなかで思いっ
きり好きなことをした
らいい」
と妙子さん

引き続き、応援のほどよろしくお願いいたします！

行者の心を癒やし、
また来てもらえる

ようなおもてなしをと、包み込むような
優しさと場を提供しています。

搾油場

伊豆急ホールディングス
（株）
営業推進部 オリーブ推進課

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
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
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◀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）

