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出掛けてみよう！
※各イベントにつきましては

伊東

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。

小室山公園夜つつじ散歩～花と星のおもてなし～

伊東

約10万本のつつじがライトアップされます。
リフトも夜
間に特別運行されますので、山頂からの星空をお楽し
みください。
期間
時間
料金

問合せ

伊東

通年
18：00～22：00
（時期により時間は異なる）
場所
伊東温泉観光・文化施設 東海館
問合せ TEL.0557-36-0111
（伊東市観光課）
期間

料金
問合せ

伊東

探訪

単成火山群の景観美

伊 豆 半 島ジオ

伊東

駅からハイキング開催

R東日本とのコラボ企画。期間中、いつでも好きな時に
歩けます。下田市観光協会駅前で受付をしてスタート！

《伊豆半島ジオパークハイキング》
・爪木崎コース ・龍宮窟コース

6月1日
（土）～30日
（日）
伊東市街
1冊4枚つづり 3,000円
（2,000冊限定）
TEL.0557-37-2500（伊東商工会議所）
TEL.0557-37-6105
（土日祝／伊東観光協会）

期間
場所
問合せ

静岡DC記念GWイベント

伊東

4月1日
（月）～6月30日
（日）
下田市観光協会駅前にて受付
TEL.0557-53-1116（ 土休日除く9：30
～18：00）
（伊豆急行観光推進部）

サバーソニック＆アジロックフェスティバル

アジやサバなどの地魚を盛り上げるために開催されるイ
ベント。3回目を迎える今回のテーマは「ブラジル」
です。

藤の広場では、地場産品を用いたフードコートをオー
プン！夜は花火大会も開催！

日時

《藤の広場イベント》4月30日
（火）、
5月1日
（水）、11：00～20：00（予定）
《花火大会》4月30日（火）、5月1日
（水）
・5日
（日）、20：30～20：50
問合せ TEL.0557-36-0111
（伊東市観光課）
日時

場所

料金

6月1日
（土）8：00～20：30
6月2日
（日）11：00～17：00
オレンジビーチ、なぎさ公園、
按針メモリアルパーク、藤の広場
入場無料 問合せ TEL.0557-52-6644

（サバ̶ソニック＆アジロックフェスティバル実行委員会／ゴローゾレンタサイクル内）

熱川温泉「光と音のシンフォニーフェスタ」

河津

無数のキャンドルがロマンチックなひと時を演出しま
す。各会場での花火やキャンドルライトコンサートも行
われます。

河津バガテル公園が薄暮営業され、夕暮れにライト
アップされたバラたちをご覧いただけます。昼とは違
う庭園をお楽しみください。

《熱川温泉しおかぜ広場》
4月13日（土）
・5月11日（土）
・6月22日（土）
《熱川海岸》
4月20日（土）
・5月18日（土）
・6月29日（土）
問合せ TEL.0557-23-1505
（熱川温泉観光協会）

5月25日
（土）～6月2日
（日）
時間
17：30～20：00
場所
河津バガテル公園
問合せ TEL.0558-34-2200
（河津バガテル公園）

期間

下田

あじさい祭

ナイトバガテル

期間

下田

あじさいは朝一番の鑑賞がおすすめ。期間中土日の
7：30～10：00には、あじさいテラスカフェがオープン
します。
6月1日
（土）～30日
（日）
場所
下田公園
問合せ TEL.0558-22-1531
（（一社）下田市観光協会）

5月17日
（金）～19日
（日）
場所
下田市街地
問合せ TEL.0558-22-3913
（下田市観光交流課）

期間

に待望の世界ジオ

期間

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。

パークに認定され

どころが増えつつあります。

アの１つの伊東エ

なジオスポットが発見され、
ますます発展していくことが

ましたが 、1 2 エリ
リアは「まれにみる
単成火山（たん せ い

未開拓で魅力を秘めていた伊豆半島は、今後も新た

期待されます。

（写真 1）大室山山頂からの北方展望

かざん）
の密集地」
という特色があります。
（写真1）

単成火山は、火山活動が一たび収まると活動が終息

してしまい、再び同じ火口から噴火をしない比較的小規

模な火山です。単成火山には「スコリア丘」
「マール」
「タ

フリング」
「溶岩ドーム」
の４つのタイプがあり、伊東周辺
には50を超える単成火山がひしめいています。

大室山火山や小室山火山など山体がプリンのように

シンボルとなるスコリア丘や、一碧湖火山や沼地火山に
代表されるマールの周辺には、景観の良さを楽しむ

（写真 2）大室山から見た春の矢筈山風景

形が印象的な溶岩ドームの矢筈山火山は、脚力や技術

を生かした軽登山を楽しむ恰好のチャレンジエリアとし

て市民に愛されています。
（写真2）

タフリングの梅ノ木平火山や門野火山は、馬蹄形の

山並みに沿って国道が続き、なだらかな門野の丘陵地

は住宅地として生かされています。

このところ、山焼きの終わった大室山の中央火口内の

（写真3）大室山山頂中央火口内中腹 （写真 4）三野海岸にあるモニュメント
に露出した火山弾

一角で、山頂火口にかつて溶岩湖が存在したことを物

伊豆半島ジオパークを体感しよう！
開催日

内

イ

ベ

容

ン

ト

紹

介

問い合せ

４月13日
（土）
ジオクルーズ
「海から見る伊豆高原・城ケ崎海岸」

伊豆高原ジオパーク研究会
電話：090-6098-2177

5月25日
（土）伊東市周辺の火山灰研究「箱根Da4」

伊豆城ケ崎ネイチャースクール
電話：090-1629-4940
伊豆城ケ崎ネイチャースクール
電話：090-1629-4940

6月22日
（土）火山教室

伊豆城ケ崎ネイチャースクール
電話：090-1629-4940

4月27日
（土）火山教室

15周年記念「城ケ崎海岸」

7月27日
（土）火山教室

単成火山「孔ノ山」

伊豆高原ジオパーク研究会
電話：090-6098-2177

伊豆城ケ崎ネイチャースクール
電話：090-1629-4940

富士山「宝永山」

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

斉藤 俊仁

ニュメントが見つかったりして
（写真4）、伊東エリアの見

6月8日
（土） ツアー「北部城ケ崎海岸・溶岩地形とユニークな漁業の歴史を学ぶ」

静岡県伊東市八幡野1151番地

静岡県地学会会員
伊豆半島ジオパークジオガイド

黒船祭

記念式典や墓前祭などが厳かに行われる他、市内各
地で賑やかなイベントが行われます。土曜に行われる
公式パレードは必見！

Vol.19 春号

三野原海岸に岩脈が荒波に削られてできたようなモ

人々の別荘地が広がっています。
また、美しく急峻な山
熱川

2019年3月発行

語るような溶岩球に似た火山弾が露出したり
（写真3）、

パークは昨 年4月

今年で8年目を迎える
「湯のまちバル」。普段行けない
ようなお店にも気軽に行くことができます。
場所

伊豆半島
ジオパーク

時間

伊東 湯のまちバル D.C.の巻

期間

東海館 提灯ライティング

松川にそよぐ風に反応し光り方する提灯ライティング。
自然と調和した光は、訪れる人をリラックスさせてくれ
ます。

4月20日
（土）～5月6日
（月・休）
19：00～21：00 場所 小室山公園
無料（ナイトリフトは有料）
※ナイトリフト：4/27～29、5/3～5
（最終乗車20：45）
TEL.0557-37-6105（伊東観光協会）

自 遊 時 彩

伊豆高原
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サ ー ク ル 活 動 紹 介

［伊豆ガーデニングクラブ］

ガーデニングを中心とした親睦と知識
向上のクラブ
日時・場所 「伊豆ガーデニングクラブ」
で検索
https://www.izu-gardeningclub.com/
会費
年会費2,000円(夫婦会員は3,000円)
（℡0557-27-1833）
代表者 植松 信昭
活動内容

伊豆ガーデニングクラブより
メッセージ

1998年設立。部内はオープン

ガーデン、
ローズ、山野草、菜園、

7年ほど前から畑で農薬を使わずに野菜を栽培。多く収穫で
きたら、
ご近所さんにおすそ分けも。

植 栽 ボランティア、フリーマー

イベントのお知らせ

鳥居誠一さん、洋子さん夫妻

暮らしやすい、
この地域に溶け込みながら

伊豆高原

楽しく健やかに暮らし続けたいと願っています

File No.17

ケット、新人会等がある花や緑や

木を中心に明るく楽しいクラブで

す。
どの部門の催しに参加するも

しないもご本人の自由です。参加
して楽しい時間をご一緒に。

ほどよく風が抜ける木立に囲まれたご自宅。室内は白とダー
クブラウンの落ち着いた色調でまとめられています。

“賭けない・飲まない・吸わない”をモットーに、仲間のご自宅
を転々と対局会場にしながら、麻雀もご夫婦でと楽しんでい
ます。

穏やかで、ゆったりとした口調に、
日々をて

の朗読講座に通い始めます。終了後には講座

ご夫妻。仕事をリタイアして以来、約10年。
日

上げ、
自宅や会員との練習を繰り返して、福祉

いねいに暮らす雰囲気を漂わせる鳥居さん

差しがたっぷり届く芝生が目の前に広がるリ

の仲間とともに“伊東朗読の会ひびき”を立ち

くことにより、車内で下田の魅力ある街歩きや、歴史の映像化をお楽し

会にボランティアとして参加したり、自治会活

いの町を訪れていて、いずれは自然が多い環

クの時に外国人とお話ができるように、おしゃ

境で生活したいと思っていました」
と語りま

す。

知り合いがいなかった移住当初。地域に溶

け込むために、誠一さんは生涯学習センター

車内は、下田の旅がより楽しくなるように、黒船にちなんだ写真をコ

英語が得意な洋子さんは、伊東国際交流協

せせこましいことがないところがいいですね。
現役時代も年に2回は伊豆高原や東海岸沿

リゾート21「黒船電車」が
2月9日、
リニューアルデビュー！

ラージュした綺麗なポスターデザインに仕上げました。
また、鉄道車両

ます。

では珍しい広告手法を取り入れ、お客様にARアプリを使用していただ

みいただけます。各車両ボックスシート
（4人掛け）には、携帯電話やパ

動の中に英会話サロンをつくり、
「東京オリピッ

ソコンなどが充電できる電源コンセント、USBポートを設置したほか、3

号車は伊豆のお魚の情報を掲載し、お子様が見て遊べる車両としまし

べりを楽しみながら頑張っています」
。

た。
リゾート21「黒船電車」
で、黒船来航の歴史の街「下田」
を訪れてみ

ご夫婦そろって近くの畑で野菜を育てたり、

てはいかがでしょうか？

脳トレをかねて仲間と麻雀を楽しんだり…。今

また、
この黒船電車は本年4月から6月まで、静岡デスティネーション

日もどこかで、
笑顔の輪を広げています。

キャンペーン企画として、
ロイヤルボックスを連結して運行し、期間中の

土曜日と、黒船祭期間中、6月30日には、車内で沿線の各自治体の皆さ

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。

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

6,710円（税込・入湯税込）

◀客室一例

◀夕食料理（イメージ）

℡0557-23-0890

運行時刻等につきましては、伊豆急行HPをご覧ください。

1泊2食付 大人料金
（年間均一料金）
◀お風呂

ご予約

お問合せ

んと共同で特産物や催しのPRを実施する予定です。

■伊豆急行HP
https://www.izu k yu .co.jp/
■お問い合わせ先 伊豆急行㈱観光推進課 TEL.0557-53-1116

～ 伊豆の景色・温泉に癒される宿 ～

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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イートピア管理事務所隣芝生広場
10時から11時半頃まで

5月25,26日
フリーオープンディ

オープンガーデンに参加している会
員のお庭をアポ無しで観庭出来ます。
いずれも詳細、問い合わせは、
広報担当・香月まで℡090-7242-0438

施設への慰問や年に一度の発表会を開いてい

ビングで、
静かな暮らしは織りなされます。

30数年過ごした横浜と比べ、
「喧騒がなく、

急
伊豆
S
NEW

5月18日
春の花と苗のフリーマーケット
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