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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

伊豆高原夏まつり

伊豆急沿線のイベント情報

伊東

こどももおとなも楽しめる2日間！
日時
会場
主催

問合せ

会場
参加費
問合せ

参加費

11：00～16：00（ 各20名
限定）※所要時間：1時間
1,000円

★ミニ四駆でレースをしよう！
グランドきんぎょ杯
日時
参加費

9月28日
（土）12：00～15：00
はぁとふる内科・泌尿器科伊豆高原内
参加無料
はぁとふる内科・泌尿器科 TEL.0557-53-5000

★看護師・検査技師による
健康チェック

★ミニ四駆を作ろう！
ミニ四駆製作教室
日時

はぁとふる いきいき健康まつり
日時

8月14日
（水）～15日
（木）
伊豆高原駅やまもプラザ（連絡通路～パティオ周辺各所）
伊豆高原夏まつり実行委員会
伊豆急行（株）／（株）伊豆急コミュニティー／やまもプラザ会
伊豆急行株式会社 TEL.0557-53-1116

伊豆半島
ジオパーク

探訪

伊豆高原の自然と野鳥

伊豆高原の別荘地から続く樹林を抜けると、広々とし

★作業療法士による
転倒予防体操

た
「いがいが根」
に出る。城ケ崎海岸のなかでは、視界も

★特別講演会 内視鏡の話

も多い。

管理栄養士
監修

12：00～15：00
500円
（ミニ四駆購入者・制作教室参加者は無料）

自 遊 時 彩

伊豆高原

事情により変更の場合がございます。

★お子様コーナー

（わなげ、風船プレゼント、
白衣を着てお医者さん、
看護師さんになろう）

は
ックまた
健康チェ
いた
お 聞き
講 演を
方には
だいた
グッ
ち健 康
お役立
。
あげます
ズをさし

Vol.20 夏号

伊豆野鳥愛好会

酒井

会長

洋平

び廻る。

荒々しい断崖で、美しい声を響

良く、広々としているため、海鳥観察で一日を過ごす事

★ヘルシーみそ汁試食会

2019年8月発行

かせるイソヒヨドリが、人目を気に

せず飛ぶ姿が見られる。
イソヒヨド

早春から秋にかけては、数千羽のオオミズナギドリの

リは 、市 政 5 0 周 年 を 記 念して、

の珍しい鳥も姿を見せる。時には、
これらの鳥に混ざっ

た。名の通り磯に多く見られるが、

大群や希少種のカンムリウミスズメやコアホウドリなど

1997年に伊東市の鳥に制定され

て、
イルカやクジラの姿を目にすることもある。

近年は内陸への進出が目立つ。
ヒ

イソヒヨドリ

ヨドリの名とは異なり、
ツグミの仲間に分類されている。
伊豆高原の別荘地でも多くの野鳥の姿を目にする。
メ

ジロ、ヤマガラ、
コゲラ、
アオゲラの他、近年、
クマタカの

姿を目にする事も多くなった。

伊東

★ミニ四駆を走らせよう！
ミニ四駆走行体験
日時
参加費

は、
フクロウ、アオバズク、
ヒクイ

温泉露天風呂付プールOPEN
期間
時間
料金
問合せ

随時受付
参加無料

夜 、伊 豆 高 原 から池 の 水 田で

東大室レジャーガーデン

7月13日
（土）～8月25日
（日）
9：00～17：00（最終受付16：00）
中学生以上 800円、3歳～小学生 500円
東大室管理センター TEL.0557-51-0666

駐車場
更衣室
温水シャワー
無料！

ナ、
ミゾゴイなどの声が聞こえて

オオミズナギドリとイルカ

春、海風が心地良くなる４月、門脇崎に越冬地のオー

くる。

ストラリアや南アジアから渡ってきたアマツバメが姿を

森と野鳥と人の息吹が、伊豆

見せる。
アマツバメは、
日本各地の海岸の崖や高山の岩

フクロウ

場などで繁殖する夏鳥

だが、伊東市天然記念

日時
料金

物に指定されている門

東市の地形・地質・植物・動物・

ろじま）は、間近で見ら

かりやすい文章で紹介した「伊

魚・昆虫などを美しい写真と分

れる繁殖地として、多く

13：00～17：00
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）

東の自然」
（伊東市史編さん委員

アマツバメ

の野鳥愛好家が、写真撮影に訪れる。雛が巣立ちをする

会編集）が市内の書店で販売さ

７月初め、600羽を越す親仔が、観光客の頭上近くを飛

コイン
ロッカー
あります
（有料）

温泉
露天風呂
無料！

ミゾゴイ

伊豆半島ジオパークを体感しよう！
開催日

内

イ

容

8月17日
（土） ～伊東市内で最も若い火山～

10月19日
（土） ～溶岩流出口は一つだけじゃなかった～
TEL.0557-53-1533

http://www.resort129.com

大室山とその周辺の探訪

ト

紹

介

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
伊豆城ケ崎ネイチャースクール
電話：090-1629-4940

11月16日
（土） 富士山「富士五胡めぐり」

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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伊豆高原ジオパーク研究会
電話：090-6098-2177

9月28日
（土） 伊豆半島ジオパークめぐり
「松崎・堂ヶ島」

静岡県伊東市八幡野1151番地

ベ

れています。

問い合せ

伊雄山とその海岸地形の探訪

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。

でるコンチェルトのように・・・。

今回ご紹介した鳥も含め、伊

脇崎の燕黒島（つばく

★ミニ四駆で遊んだ後は
楽しい縁日もまってるよ！

高原には響いている。自然の奏
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サ ー ク ル 活 動 紹 介

［伊豆野鳥愛好会］

活動内容

鍼灸師
増田真太郎さん

その魅力に飲み込まれるように

富戸

気付いたら奥さまよりも自然好きに

File No.18

伊豆野鳥愛好会より

伊東市富戸908-13
℡0557-51-3663
9：00～ラスト19：00
木曜定休 駐車場1台

306種になります。しかしこの数
年、多くの野鳥が目に見えて減少

しているのが気になります。
これか
らも、会員共々伊豆の自然を、見つ
大阪の頃とは違い、人数をセーブして丁寧な施術を心掛けているという増田さん。患者さんも増え、鍼灸院の経営も順調です。

城ヶ崎海岸駅近くで鍼灸院を営む増田さん

も気兼ねなくでき、
ゆくゆくはセルフビルドで自

たという奥さまの不満を解消しようと、大阪か

も。子どもが成長し、
ダイビングなどに興味を

ご夫妻。自然のない生活に耐えられなくなっ
ら伊豆高原に移住して10年目を迎えます。

夫婦共に鍼灸師として手に職を持つお二

人なので、移住先はさほど問題にならなかっ

たそう。
ネット環境が整っている今の時代、専

持った時は、ぜひ一緒に楽しみたいですねと、
笑顔も幸せそうです。

目下の悩みは今まで頻繁に小田原へ帰って

いた奥さまが、移住後全くと言っていいほど帰

門書の中身を見て買えないことを除けば、鍼

らなくなったことが、いいのか?…と苦笑い。奥

はなし。自然の中でストレスなく伸びやかに

感じられた部分でもありました。

過ごせて食事もおいしい。空気がいいのか雰

さまがこの暮らしを一番満喫している証拠だと

伊豆高原やまもプラザ内に

サテライトシェアオフィス
7月17日オープン！

伊豆急グループは、
「 伊豆で働く」をテーマに、地

域と連携した働く環境づくりなど、
さまざまな取り組

「VacationOffice伊豆高原駅」は伊豆高原やまも

今では夫婦で散歩に出かけることも増え、

プラザ内に位置している、個席8席、会議室1部屋（6

席）のサテライトシェアオフィスです。出張中のオフィ

お手製のドアが温かく迎えてくれます。

スワーカーやフリーランスの方だけでなく、地域にお
住まいの方もぜひご利用ください。

VacationOﬃce伊豆高原駅

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）

5,700円
3,250円

豊かな
良質 自然と
な
温
泉
自 が
慢
の
宿

お風呂（女性）
ご利用日の3か月前の20日から予約受付

ご予約

急
伊豆
S
NEW

を目指しています。

なったといいます。

ゲ ス ト の お も て な し に 是 非 ご 利 用 く だ さ い

お問合せ

2019年3月 河津川の探鳥会

みを通じて、将来的な伊豆エリアの定住人口の拡大

囲気がいいのか、不思議と疲れが取れやすく

院内の壁やドア、戸棚など趣味の日曜大工

めて行きたいと思っております。

宅を建てるのもいいかなと心の奥に秘めた夢

多くなったと笑います。

夕食料理（イメージ）

《主な行事》
●釣糸拾い
（初島・一碧湖 等）
●県外探鳥旅行
（過去に信州・伊豆沼・
沖縄・ベトナム他）
●その他、全国一斉・ガン
カモ調査（環境省）
・野
鳥写真展 等

の間、伊豆で記録された野鳥は、

半ば強引に奥さまをハイキングに誘うことも

客室一例

連絡先

鳥を求めて38年が過ぎました。そ

自然に関して一切興味がなかった増田さんが

城ヶ崎海岸駅からすぐ。筋肉
治療の幟が目印

会費

探鳥会
月3回（内1回は一般公開／1・8・9月は1～2回）
（年）4,000円
事務局 渡辺（0557-54-4088）

素晴らしい伊豆の自然の中で、野

灸院で使用する物も日常的な買い物も支障

城ヶ崎さくら並木の鍼灸院

メッセージ

日時

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
2

中央区立

伊豆高原荘
http:www.izukyucom.co.jp/chuoku/

（水）から
営 業 開 始日 2019年7月17日
場
所 伊豆高原やまもプラザ内（伊豆高原駅直結改札外施設）
営 業 時 間 午前10時～午後4時30分まで
（利用受付は伊豆高原やまもプラザ内「駅カフェべるじゅ」
にて行います）
（個席）8席、会議室1部屋（6席）Wi-Fi、
設
備 ワーキングスペース
コンセント完備
利 用 金 額 個席：3時間まで500円/人、3時間超1,000円/人
会議室：3時間まで1,000円/室、3時間超2,000円/室
※8月31日まではトライアル期間として、伊豆半島在住・在勤の方、およ
びスマートフォンアプリ
「Izuko」
をご提示いただいた方は上記金額の
半額で個席をご利用いただけます。
※東急電鉄が運営するサテライトシェアオフィス
「NewWork」
と提携し、
同施設の会員は提携料金でご利用いただけます。

指定管理者／株式会社伊豆急コミュニティー
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