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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

伊豆高原

事情により変更の場合がございます。

第16回伊豆急全線ウォーク
伊豆半島
ジオパーク

伊豆急行線（伊東駅→伊豆急下田駅約75.3km、片道）の駅間を歩く

ウォーキングイベントです。
お好きな駅からスタートしていただき、
ご自身

探訪

の体調に合わせてウォーキングをお楽しみください。
ご家族やお友達とご
一緒に駅間を歩き、
オリジナルピンバッジをゲットしよう！
開 催 日
参加方法

2020年6月14日
（日）
まで

賞

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150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」
を入手したらウォークを開始する。
②次の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）
※詳細は伊豆急行ホームページをご覧くだ
さい。
https://www.izukyu.co.jp/izukyu̲walk/

自 遊 時 彩
城ケ崎の海

2020年3月発行

Vol.22 春号

海中カメラマン

伊藤 勝敏

marinephoto2@rx.tnc.ne.jp

私が写真を撮るホームグランドとしている八幡野の
海は、沖に向かって海底を20分ほど進んでいくと、
もう

品

【区間賞】電車のオリジナルピンバッジ
【全15区間完歩賞】
コレクションボックス
＆フェイスタオル
さらに！本年度2回目の全線完歩を達成
した方には令和台紙のコレクションボッ
クスとフェイスタオルを、3回目の全線
チャレンジを達成した方には踊り子台紙
のコレクションボックスとフェイスタオル
をプレゼント！
（オリジナルピンバッジと
フェイスタオルは1回目と同様です。）

そこは100㍍の深さに達するところが至る所にある。季
節にかかわらず魚種が多く、ふだん見かけない深海性
の生き物にも出会えるチャンスに恵まれている。空気タ
ンクの容量の管理をしっかりすれば、泳いで行動できる
範囲が面白いほど広いことに気づく。

ー ソフトコーラルの花園を泳ぐサクラダイ ー

リゾート21「黒船電車」
に
「ロイヤルボックス」
を連結！
2020年4月1日
（水）から6月30日
（火）
まで、黒船電車にロイヤルボックス

ことがある。地球誕生以来、
まっ先に命を授かったので

ロイヤルボックスはグリーン車扱いの車両ですが、静岡デスティネーショ

んできたUFOのように感じた。
おそらく、湧き上がる深層

はないかと思える不思議な姿をして、
まるで宇宙から飛

を連結し８両編成で運行を行います。
（運行日要確認）

ンキャンペーンアフターキャンペーン（2020年4月1日
（水）から6月30日

水に乘って深場から現れたのに違いない。

（火）
に行われる、国内最大級の観光キャンペーン）
に合わせ、特別に普通

水面からは、
うかがい知れない

乗車券のみでご利用いただけます。

変化に富む海中の潮流が、深浅の

期間限定の連結ですので、
この機会にぜ
豆急行ホームページをご覧ください。

伊豆急行株式会社

TEL.0557-53-1116（土休日を除く、9:30〜17:30）

4/28（火）〜6/30（火） 河津バガテル公園
「春バラまつり」
4/29（水）〜5/5（火）

小室山公園「つつじ祭り」

6/1（月）〜6/30（火）

下田公園「あじさい祭」

※イベントは変更となる場合があります。

TEL.0557-53-1533

●伊豆の海中生物 1700 種以上掲載図鑑
「伊豆の海」（データハウス）
各書店に注文して購入できます。

ステリアスなトゲのある形と黄色い彩色にびっくりした

伊豆半島ジオパークを体感しよう！

● 春 か ら 夏 の イベ ントご 案 内 ●

http://www.resort129.com

いられないのです。

り付いたヤマトナンカイヒトデを見つけたときは、
そのミ
問い合わせ

静岡県伊東市八幡野1151番地

海の不思議さに、
とても驚かずには

冬の北西の強い季節風が吹く日、岩礁にがっちりと張

https://www.izukyu.co.jp/resort21/

小室山公園「つつじ祭り」

生き物の行動を左右する城ケ崎の

ー 深海性のヤマトナンカイヒトデ ー

ひご利用ください！詳しい運転時刻は伊

開催日

内

イ

容

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

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。

ト

紹

介

※イベントは
変更となる場合があります。

4月25日
（土） 〜伊豆東部火山群で一番若い火山〜
伊豆高原ジオパーク研究会
電話：090-6098-2177
伊雄山溶岩地形の探訪
4月26日
（日） 開校16周年記念「城ヶ崎ピクニカルコースダイジェスト」 伊豆城ケ崎ネイチャースクール
電話：090-1629-4940
5月9日
（土） 天城火山「万三郎岳探訪」
6月20日
（土） 〜伊豆東部火山群で一番古い火山〜
伊豆高原ジオパーク研究会
電話：090-6098-2177
（予備日６月27日
（土））
遠笠山スコリア丘の探訪
7月25日
（土） 伊豆半島ジオパーク巡り
「戸田・土肥・黄金崎探訪」 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

ン

問い合せ

（予備日5月2日
（土））
下田公園「あじさい祭」

ベ
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自宅にテレビを置かず、
日が暮れたら仕事

は終了、
20時には就寝するというご主人と、
お

カフェのオープンと、聖地と呼ばれる伊豆の海

豊かな場所が好きで、自然を感じられるとこ

も欲しいと楽しみは尽きません。

伊豆高原

太田陸さん・祐理さんご夫妻

太陽と自然とともに生きる
エコロジーな生活

ろで暮らせたらと、五島列島や八ヶ岳など各

でのスキューバダイビング、
ガーデニング仲間

つるしびなだけでなく、置飾りや

した。

思い出の布・古布等も使い、いろ

環境やエコロジーに興味を持つお二人だ

古布等でかわいい袋、置飾り作成

日時
場所
会費
代表者

毎月第2・4木曜日

生涯学習センター4Ｆ（図書館）

（月）2,500円

石渡 千枝子（0557-47-0281）

二支やくまさんかわいいものな

車で。散歩途中では近所の方から果物を頂く

など、都会にはない人との触れ合いも生まれ

んでもです。発表会は2年に1度、

されて体が軽くなったそう。

にて楽しく開催しています。初め

3教室合同で2日間、和田湯会館

ます。
また、歩く機会が増え、運動不足も解消
日が落ちると怖くなるほど静かな住宅街で

ての方どうぞ見学からお越しくだ

すが、空の広さや豊かな自然を体感し、DIYを

さい。

楽しんだり、ハーブを育てたりと、自然に寄り
添った体にやさしい暮らしができるのはここ

だからこそ。寝る間を惜しんでがむしゃらに働

いていた東京の生活とはまるで正反対の穏

S

NEW

2020年3月14日
（土）

特急「サフィール踊り子」
デビュー！

2019年10月に東京から移住した太田さんご夫妻は30代。
イラストレーターのご主人とエステティシャンの奥さま

1号車

伊豆高原にいながら、テレビ・出版各
種へのイラスト提供を行うご主人

育てたハーブはお料理やお茶、お風呂
に使用。珍しいレッドクローバーを自宅
で育てられるなんて…と幸せそうです
女性の健康と若返りを叶えるエステサロン
Salon de Lily
（サロンドリリー）
伊東市富戸911-135 ℡050-3558-7330
9:00〜21:00

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

つるしびな作成

いろな作品を作っております。十

けに、
自然環境を考え移動手段は徒歩と自転

自宅サロンではハーブエッセンスを使ったフラン
ス式エステを施術。鳥のさえずりを聞きながら受
けるエステは心も体も解けるよう

ゲ ス ト の お も て な し に 是 非 ご 利 用 く だ さ い

お問合せ

活動内容

ひめだるまの会よりメッセージ

海に惹かれ、月に一度東京へ通う奥さまのア

クセスを考慮し、
この地への移住を即断しま

℡050-3479-2924

夕食料理（イメージ）

［ひめだるまの会］

地を検討。伊豆高原の温暖な気候とキレイな

デザイナー・イラストレーター
太田 陸（ilaught）

客室一例

サ ー ク ル 活 動 紹 介

今後は再生利用材や自然由来の物を使った

庭で育てたハーブを料理にたっぷりと使える

と満面の笑みを浮かべる奥さま。
もともと自然

File No.20

やかな暮らしがここにあります。

伊豆高原荘

が東京・新宿〜伊豆急下田間でデビューしました。
車両のトータルデザインは、
「TRAIN SUITE 四季

島」ほか山手線の新型車両や新幹線などを手掛
けた
「KEN OKUYAMA DESIGN」
が担当。

また、4号車「カフェテリア」のプロデュースとデザ
イン は 、の って た の し い 列 車「 T O H O K U

EMOTION」の飲食プロデュースなどを手掛けた

「TRANSIT GENERAL OFFICE」
が担当しています。
詳細は「サフィール踊り子」公式サイト
（https://
www.jreast.co.jp/saphir/）
をご覧ください。

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

中央区立

新たな観光特急列車として、
「サフィール踊り子」

〒413-0232
静岡県伊東市八幡野1283番地36
2

http:www.izukyucom.co.jp/chuoku/

1号車

2号車（6名様用）

プレミアムグリーン
（1＋1列）

ゆったりとしたプライベート空間と、
くつろぎの空間を実
現する1+1列の座席です。

2〜3号車

グリーン個室

4号車

カフェテリア

気の合う仲間や大好きな家族と目的地までゆったりとし
た時間を過ごせるグリーン個室は、4名様用と6名様用の2
タイプを用意しており、1名様よりご利用いただけます。
オープンスタイルのキッチンを構えたカフェテリアでは、
伊豆への旅を彩るヌードルメニューをお楽しみいただけ
ます。

5〜8号車

グリーン車（2＋1列）

天窓からの陽の光が、ガラス製荷棚を通して車内に降り
注ぐ空間が心地よいグリーン車です。
※写真・画像はイメージです。

指定管理者／株式会社伊豆急コミュニティー
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