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出掛けてみよう！
※各イベントにつきましては

2019年

リニューアル
オープン

伊豆急沿線のイベント情報

伊豆高原

事情により変更の場合がございます。

「絶景」
と
「縁結び」
の名所・寝姿山自然公園

四季折々の花を楽しみながら
360度見渡せる絶景の大パノラマ

下田ロープウェイ
THE ROYAL HOUSE（山頂レストラン）

半島
伊豆 ーク
オ
ジ パ

ゴンドラとレストランは、観光列車THE ROYAL EXPRESS
を担当した水戸岡鋭治氏により、天然木を使用した温かみ
のあるデザインに生まれ変わりました。
レストラン店内は
伝統工芸が各所に散りばめられ、下田湾を望む美しい眺
望が広がり、優雅な旅のひと時をお過ごしいただけます。

自 遊 時 彩

探訪

2019年11月発行

Vol.21 冬号

伊東市の南部、自然環境に恵まれた伊豆高原一帯は、人々の生活の

場から広大な樹林帯が広がる。大室山、池の水田地帯、天城高原へと

伊豆高原

続き、東側には、城ヶ崎の照葉樹林をぬけると広大な海が広がる。

動物 図鑑

豊かな自然環境に恵まれた伊豆高原には、多種多様な生物が生息し

ている。
その中から、伊豆高原に生息している哺乳類動物の一部を紹
介します。

伊豆野鳥愛好会 会長
営業時間

8：45～16：45（上り最終16：15）
※季節により若干の変動あり
※強風等により運休する場合があります

料金

レストラン
「THE ROYAL HOUSE」
（水曜定休）

各駅発着
各駅発着

℡0558-22-1211

※「伊豆高原メンバーズクラブ」会員証ご提示で割引

2020年
2020年
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1/18
18・
・21
21・
・24
24

伊豆急
伊豆急

大人1,050円、小児520円

ロイヤルブルーのゴンドラ

問い合せ

［成田山新勝寺 初詣］

開催日

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・お茶がつくほか、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。

行程

募集人員

予約申込

各日とも270名 ※満員の場合は、
キャンセル待ち
となりますのでご了承ください。
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）
発着駅

10,500円

伊豆大川駅～伊豆稲取駅

10,700円

今井浜海岸駅～伊豆急下田駅

10,900円

河津桜まつり

アナグマ

シカ科

イタチ科

県内では伊豆だけに生息。風穴で冬眠し
ていました。

ニホン
イタチ

伊豆の陸上動物では最大。植林地の荒廃
で、
本来の生息地が減少しているようです。

タヌキ

イタチ科

タヌキと混同されることも多い。森林に生息しています。夜行
性で人家近くにも出現します。

イヌ科

水辺が好きな小型の肉食獣。
人家近くにも
生息するが、
近年、
減少しているようです。

ニホン
リス

伊豆高原の丘陵地、大室山などに生息し、
夜間、活動をします。珍しく、陽だまりで
「狸寝入り」
をしていました。雑食性。

ハクビシン
ジャコウネコ科

ニホン
ノウサギ

リス科

ウサギ科

早春の沿線イベント情報
期間

イベント

会場
以前は、伊豆高原周辺でも見られました
が、
タイワンリスの分布拡大で姿を消しま
した。

2019年12月20日～2020年1月31日 水仙まつり

下田市/爪木崎

2020年1月20日～3月31日

雛のつるし飾りまつり

東伊豆町/稲取温泉

2020年2月10日～3月10日

河津桜まつり

河津町/河津町内

2020年2月10日～3月10日

みなみの桜と菜の花まつり 南伊豆町/下賀茂温泉

伊豆の旬な情報を
伊豆急グループ公式
SNSにて配信中
静岡県伊東市八幡野1151番地

ヒナコウモリ科

往復料金

伊東駅～伊豆高原駅

※こども料金は2,000円引き

雛のつるし飾りまつり

ニホン
シカ

2020年1月18日
（土）、21日
（火）、24日
（金）
【行き】伊豆急下田駅6:40発→成田駅11:54着
【帰り】成田駅15:50発→伊豆急下田駅21:00着
※伊豆急行線各駅に発着いたします。

料金

水仙まつり

ユビナガ
コウモリ

酒井 洋平

Facebook
（@izukyugroup）

TEL.0557-53-1533

http://www.resort129.com

Instagram（@izukyu_group）

みなみの桜と菜の花まつり

Twitter
（@izukyu_group）

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。

伊豆高原の林、草はら、大室山などに生息
しています。夜行性ですが、昼間に出合う
こともあります。

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

2019年12月7日
（土） ～伊東市の最高峰に挑戦～ 矢筈山の登山と探訪

伊豆高原ジオパーク研究会
電話：090-6098-2177

2020年1月25日
（土） 宇佐美火山・大崎火山探訪

伊豆城ケ崎ネイチャースクール
電話：090-1629-4940

2020年2月2日
（日）

伊豆高原ジオパーク研究会

～ススキの原に壮烈な歴史が～ 稲取火山と細野高原の探訪 電話：090-6098-2177

2020年2月22日
（土） 東伊豆単成火山群探訪「岩ノ山」

伊豆城ケ崎ネイチャースクール
電話：090-1629-4940

2020年3月14日
（土） 伊豆の鉱山めぐり
「西伊豆」

伊豆城ケ崎ネイチャースクール
電話：090-1629-4940

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

ベ

顔の中心の広い筋で白鼻芯。果物が好物で、木登り上手。外
来種の説もあります。
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サ ー ク ル 活 動 紹 介

［ビーチボール’ Ｓ］

伊豆高原

麻生 良久さん

自分を自由にさせてくれる環境
都会の喧騒の中では感じられない
心休まる一瞬を刻める場所

File No.19

1点1点自身の足で収集したオールドノリタ
ケのコレクションもこの地で日の目を見たと
喜ぶ

日時

毎週火曜日19時～

場所

伊東南中学校体育館

会費

1回100円

ビーチボール’Ｓよりメッセージ

しくやっています。

興味のある方は
見学にいらしてください。

週に１回笑いと運動不足の解消

にいかがでしょうか？

大正時代の青年たちの情熱や正義の物語を紡ぐ麻生さん。資料収集は東
京、執筆は伊豆高原が定番スタイル

11名で始めた同人雑誌“雑木林”も現在は
50名にまで仲間が増えたそう
（年2回発行）

新聞記者を経て、
アメリカのギャラリーで14

時にアメリカで収集した“オールドノリタケ”

人間関係も環境もドライなカリフォルニアに

示し、鑑賞に訪れる多くの人と交流を深めてき

年間アートディレクターをしていた麻生さん。

ました。

関係を築けることが魅力と話します。

とを自由にできる場所と麻生さん。
自身も10年

23年ほど前。
当初は別荘として利用し14年前

仲間と一緒に執筆を行なっています。
目下のラ

心静かにできる伊豆高原は、落ち着いた人間

伊豆高原は開放的で明るく、誰もが好きなこ

イフワークは政治・労働運動家であった祖父・

原アートフェスディバルの発起人。
アメリカ滞

た男たち～麻生 久とその時代～”の執筆活動

とのこと。窓辺に座り自然に満ちあふれる伊豆

後は同フェスティバルの運営委員となり、同

ます。

料理人・三國清三と建築家・隈研吾、

ふたりの自然派アーティストが表現する地中海料理を、
心ゆくまでご堪能ください。

高原の四季を愛でながら日夜筆を走らせてい

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。

料理は「オテル・ドゥ・ミクニ」
オーナーシェフ・三國清三氏が

プロデュースします。新鮮な魚介類や伊豆の肥沃な土壌と太

～ 伊豆の景色・温泉に癒される宿 ～

陽をたっぷり浴びて育った採れたて野菜など、
こだわりの食

戸田市保養所

ます。建物は建築家・隈研吾氏が設計を手掛け、印象的な木

ご利用日の1か月前の
月初めから予約受付

6,840

材を使い、丁寧に美しく仕上げられた地中海料理をご提供し

円（税込・入湯税込）

1泊2食付 大人料金
（年間均一料金）

◀客室一例

◀夕食料理（イメージ）

◀お風呂

℡0557-23-0890

「ミクニ伊豆高原」が
オープンしました。

その恵みとオリーブの絶妙なコラボレーション。

麻生 久さんを主人公にした物語“革命を夢見

在中から交流があり、二人が暮らす伊豆高原

地中海料理を堪能！

地中海を思わせる伊豆半島の海、太陽、大地。

前に伊豆高原発の同人誌“雑木林”を創刊し、

から永住しています。
移住のきっかけをくれた

を訪れる度にその良さに惹かれたそう。移住

NEW
OPEN

2,000点のコレクションを毎回テーマごとに展

比べ、海や山、雑木林が残り自然との対話が

画家・谷川晃一さんと宮迫千鶴さんは伊豆高

ご予約

ビーチボールバレー

年齢に関係なく和気あいあいと楽

伊豆高原を終の住処に決めたのは今から

お問合せ

活動内容

組みの構造体がシンプルで力強い空間をお楽しみください。

ミクニ伊豆高原
住
所
電話番号
営業時間

※別途サービス料10％頂戴いたします。
※個室2室（最大12名様）、個室料を別途頂戴いたします。
※お子様のご同伴は、8歳以上からとさせていただきます。
（個室へはご案内可能です。）
伊東市八幡野1172-2
※短パン、
ビーチサンダル等でのご入店はご遠慮頂いております。
0557-54-3920
※団体でのご予約も承ります。
ご予算、人数等ご相談ください。
11：00～20：00（19：00L.O.） ※全席52席（別途テラス席16席）

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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