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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。

夏 祭 り

2018

プ ー ル

東大室中央施設プール

伊豆高原 夏まつり

子どもも大人も楽しめる2日間！
日 時
会 場

8月14日
（火）
～15日
（水）
伊豆高原駅やまもプラザ

（連絡通路～パティオ周辺各所）

伊豆高原の森に囲まれたプールで水遊び♪
プールサイドには温泉露天風呂があり、冷えた身体を温めること
ができます。閑静な別荘地内のプールでゆったり過ごしませんか？
営業期間 7月14日
（土）
～8月26日
（日）
営業時間 9：00～17：00
（最終受付16：00）
料 金
大人800円
（中学生以上）
、
小人500円
（3歳～小学生）

縁日もあるよ！
14：00～19：00

射的・輪投げ・ヨーヨー
釣り・スーパーボールす
くい
（各1回300円）

駐車場・更衣室・温水シャワー・温泉露天風呂が無料！
ご家族でぜひおいでください！
！

！
はコレ
目玉
の
今年

問合せ

東大室管理センター TEL：0557-51-0666
〒413-0231 伊東市富戸1038-87

ルネッサ城ヶ崎プール

新鮮な空気の中でのスポーツは、
リゾートの楽しみのひとつです！
本格的に泳げる25ｍプールと幼児用プールがございます。
「自遊時彩を見た」
とのお声かけで、利用料金が割引になります！

（屋内／ホール）

●伊豆急行線をトイレールで再現しよう！

営業期間
営業時間

（屋内ワークショップ／パティオ）
〈午前の部〉10：00～12：00〈午後の部〉14：00～16：00 ★参加
費／無料（トイレール車両持ち込み可能）
（車両無料レンタルあり）★
各回定員／お子様5組×4班（親子参加可能）★受付／各回1時間
前開始

料

金

7月21日
（土）
～8月26日
（日）
9：00～17：00
大人800円
（中学生以上）
、
小人500円
（3歳～小学生）

●THE ROYAL EXPRESSのプラレールを限定販売!

伊豆高原夏まつり実行委員会

伊豆急行㈱／㈱伊豆急コミュニティー／やまもプラザ会

問合せ

伊豆急行株式会社 TEL：0557-53-1116

花火大会

伊東市
周辺の

開始時間

情報

７月３０日
（月）
～３１日
（火）20：30～21：00
８月１日
（水）
20：00～20：30
８月２日
（木）
～３日
（金） 20：30～20：50
８月６日
（月）
～７日
（火） 20：30～20：50
８月８日
（水）
20：50～21：00
８月９日
（木）
20：50～21：00
８月１０日
（金）
20：00～21：00
８月１４日
（火）
20：00～20：30
８月１５日
（水）
20：00～20：30
８月１６日
（木）
20：30～20：50
８月２２日
（水）
20：30～21：00
８月２５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

斉藤 俊仁

伊豆半島最大級のスコリア丘である大

室山は、今から約4000年前に噴火しまし

た。火山灰が周辺の遺跡を厚く覆っている

ことから、大噴火に驚いた縄文人達が命

しました。

主にシャボテン公園の高まり付近から

流れ出た大室山の溶岩は、オリーブ色の
鉱物が目立つ「かんらん石安山岩」
で、中

くらいの粘り気を持つマグマの性質から、

ゴツゴツした表面の溶岩地形をつくりました。かんらん

角形や六角形の亀甲紋様が海面に広がります。

たって黒潮に洗われ続けた海岸には、美しい景観や不

きな窪みに海水が満ちてできた潮だまりで、黒潮と共に

最も魅力的な地形は「かさご根」の柱状節理です。水

荒波が小石と共に岩盤の窪みを掘り進んでできる

石の宝石名は「ペリドット」です。その後、4000年にわ

「はしだて」にある
「大淀・小淀」は溶岩に囲まれた大

思議な造形があちこちに残されています。

やって来た熱帯魚やサンゴが住みついています。

平に流れた溶岩流に対して垂直に入った亀裂が柱状に

ポットホール（かめ穴）は海岸のあちこちで見られます

が同じ高さで折れると
「おおばい」
「こばい」のように、五

「かんのん浜ポット
礫（れき）を完全な球体に磨きあげた

並び、岩石の柱が垣根のように続きます。
また、溶岩の柱

※数に限りがあります。

開催日

静岡県地学会会員
伊豆半島ジオパークジオガイド

て、広大な溶岩地形「城ヶ崎海岸」が出現

9：00～17：00 ★参加費／無料（トイレール車両持ち込み可能）
（車
両無料レンタルあり）

問合せ

黒潮に洗われた溶岩地形『城ヶ崎海岸』

え固まると、海岸線が2kmも海に張り出し

（屋内ワークショップ／パティオ）
〈午前の部〉9：00～12：00〈午後の部〉13：00～17：00 ★参加費
／500円（トイレール車両持ち込み可能）
（車両無料レンタルあり）

主 催

探訪

Vol.17 夏号

しかし、恐ろしい噴火が静まり溶岩が冷

●オリジナルペーパークラフト
「かぶトレ」

●巨大トイレールコースがやってくる！

伊豆半島
ジオパーク

自 遊 時 彩

2018年7月発行

からがら逃げまどったと想像されます。

巨大 ル
レーう！
トイ
ぼ
で遊

9：00～17：00

伊豆高原

場所

が、ポットの部分が割れて波が入り込み、直径70cmの

ホール」は、伊東市の天然記念物に

ルネッサ城ヶ崎 TEL：0557-54-1280
〒413-0232 伊東市八幡野1030

指定されています。

城ヶ崎海岸は、今年4月にユネスコ

世界ジオパークに登録されることが

大会名

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
伊東海岸一帯
八幡野海岸
いるか浜公園
伊東海岸
伊東海岸
伊東海岸

伊東温泉『夢花火』Part3．4
宇佐美花火大会
伊東温泉『夢花火』Part5．6
伊東温泉『夢花火』Part7．8
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72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』Part9
第42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。

決定した、伊豆半島を代表する貴重

なジオサイトです。私達がこの地を愛
着をもって大切に保全し、末永く活用

することが期待されています。

伊豆半島ジオパークを体感しよう！
開催日

内

イ

容

ン

ト

紹

介

問い合せ

８月19日
（日） 富士山「宝永火口」探訪

８月21日
（火） 実態顕微鏡観察会「植物の葉の観察」
９月23日
（日） 天城火山「万二郎崩壊地形」探訪

伊豆城ケ崎ネイチャースクール
電話：090-1629-4940

ジオテラス（伊豆半島ジオパーク伊東ビジターセンター）
電話：0557-52-6100
伊豆城ケ崎ネイチャースクール
電話：090-1629-4940
伊豆高原ジオパーク研究会
電話：090-6098-2177

10月20日
（土） 城ケ崎海岸を船で海から探訪する会

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
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定年後、奥様とともに千葉か

サ ー ク ル 活 動 紹 介

ら移住し15年目を迎える佐藤さ
ん。
自宅建替えのタイミングもあ

り、
伊豆高原で別荘暮らしをする

［音無短歌会］

知 人 の 紹 介で、物 件 探しをス

タートさせました。先遣隊として

年1回の山登りを楽しみに

伊豆高原

日々のウォーキングで足腰を強化

File No.15

奥様がいくつかの物件を見る

するまで1年余り。最終的には山
叶い、大室山の麓に土地を購入

短歌教室に学び始め、

いる頃は腰痛が酷く人としゃべ

進歩は・・・？

（年）3,000円

代表者

平 成 2 年 から伊 東 市

し新築しました。仕事勤めをして

以来30年になります。

るのも嫌だったと話しますが、移

中央会館

会費

登りが好きな佐藤さんの希望が

短歌

毎月第1水曜日 午後

日時
場所

音無短歌会より
メッセージ

も、すでに先客がいたりと決定

活動内容

遠藤 芳枝（0557-45-1121）

楽しく皆に会えるのを

住後はのんびりと体調を見なが

心待ちにしている仲間です。

ら生活できるのでその頻度も少
なくなってきたそう。

浴衣レンタルスペース

「ここの松が立派なんですよ」
と佐藤さん。
これだけの松林が残るのも珍しいそう

佐藤眞司さん

普段のコースからお気に入りの場所を紹
介してくれた

愛犬との散歩やウォーキングでよく訪れ

るという城ヶ崎海岸のハイキングコースに

この日も出掛けました。
「この松林のことを
しょうらい

“松籟の道”と自分で付けたんですよ。風を

伊東温泉観光・文化施設「東海館」内に
浴衣レンタルスペース“ゆかたび”が
オープンしました。“ゆかたび”では、ス
タンダードな浴衣から、女性に人気の
アパレルブランドの浴衣まで約170着
の浴衣を取り揃えています。男性用、お
子様用もご用意がありますので、
カップ
ルやご家族でもご利用いただけます。
設置場所

受けて幹をくねらせる姿がとても美しくて水

設置期間

墨画のようでしょ」。大好きな松林を愛でな
がら山道を歩くことで足腰を鍛え、
年に数回

の友だちとの山行きに備えています。

営業時間

「せっかく来たので、私はこのままもう少

し歩いて行きますね（笑）」。軽快に歩く後ろ

OPEN
情報

浴 衣 で 巡る伊 東 温 泉 ♪
女性用約100種類、男性用約50種
類、お子様用約20種類のご用意が
あります。

伊東温泉観光・文化施設
「東海館」内（菖蒲の間、蘭の間）

浴衣の種類

※期間中、東海館休館日の毎月第３火曜日
（8月21日、9月18日）は、
レンタルスペースについても休業日となります。

利用料金 《スタンダード浴衣レン

平成30年9月30日
（日）
まで

11：00～19：00（最終受付）

タル＋着付け》2,000円
ほか詳細はHP参照。

※返却については、当日は東海館開館時間の21：00まで。
それ以降は翌日返却となります。

http://浴衣で巡る伊東温泉.com

《お問合せ》電話：070-1468-7103
（HIKARI to YUKATAにぎわい演出事業実行委員会）

姿がとても若々しく感じられました。

伊豆の生活はワンコにもやさしい

ゆかたび オープン!

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）

