
伊豆歩の歌 愛楽 歩友

歩歩歩（ふふふ）の歩（ふ）

緩歩で観歩

歩歩歩（ほほほ）の歩（ほ）

歩歩笑美（ほほえみ）

伊豆歩は   歓歩で完歩

■第１６４回 伊豆歩倶楽部 ６月例会

第 5 回 伊豆東浦路 石畳の残る路を歩く

（河津～今井浜～稲取～旧稲取灯台跡～伊豆急稲取駅）  １８・１２Km
  
   伊豆急河津駅から石畳の道を越えて今井浜、見高港へ。見晴らしの良い「竜ヶ鼻の

岬」から国道にかかる歩道橋を渡り長野の原へ、しばらく進むと「峠の茶屋」跡に着く。

ここから稲取である。稲取の市街地（１２Km ゴール）、畳石（江戸城築城石）から一気に

「天王坂」を上がる、「あわいの沢」を過ぎ「カナクソ坂」を上ると、稲取と白田の境界

トモロ岬の尾根に建つ復元した旧稲取灯台である。この先は昭和５３年１月の「伊豆大島

近海地震」により、コース付近は山崩れで地形も変わり通行止めになっているため伊豆急

稲取駅まで帰りゴールとなる。

  石積み、石畳、切通や石仏、石造物群、馬頭観音と古道の面影がたくさん残る少し起伏の

あるコースです。

  ※１８・１２Km コースの２種類があります。１２Km コースのゴールは、稲取市街地の

   「畳石」です。

  ※ステッキがあると便利と思います。

【開催日時】    ２０１６年６月１９日（日）雨天決行

【集合場所】    伊豆急河津駅（浜側）

【集合時間】    ９時１５分

          ・上り 伊豆急下田駅発 ８時５６分 → 伊豆急河津駅着 ９時１０分

           ・下り JR 伊東駅発 ８時１８分 → 伊豆急河津駅着 ９時１１分    

           ※時刻は各自確認をお願いします。

【参加費】     伊豆歩倶楽部会員 無料  

           一般参加者 500 円（マップ、保険代等）

           ※弁当・飲み物等は各自で持参して下さい。

【コース】     １８・１２Km（団体歩行）

           伊豆急河津駅 ➡ 今井浜 ➡ 見高港 ➡ 竜ヶ鼻の岬 ➡

           長野の原 ➡ 峠の茶屋跡 ➡ 稲取市街地 ➡ 畳石（１２Km ゴール）

           ➡ 稲取高校 ➡ 旧稲取灯台 ➡ 伊豆急稲取駅

【ゴール予定】   １５時３０分

【問合せ】     〒４１５－００３８ 静岡県下田市大賀茂３０１

           伊豆歩倶楽部事務局 笹本祀長 宛

           ＴＥＬ・ＦＡＸ ０５５８－２２－５４６５   

            携帯電話    ０９０－２１４０－１７１７



■第１６５回 伊豆歩倶楽部 ７月例会

桃源郷 桃食べ放題と竜門峡ウオーキング

A コース（６Km）・B コース（３Km）

  大菩薩連峰の山麓を流れる日川にある美しい渓谷で約２Km 続く遊歩道には、花崗岩の

巨石と水量豊かな清流で知られている。

1. A コース 上流の天目山栖
せい

雲寺
う ん じ

をスタートして、蜘蛛
く も ん

渕、木賊
と く さ

の石割けやき、平戸の

       石門、天鼓林、東電取水口と下り竜門峡入口、景徳院ゴール

・B コース 竜門峡入口から東電取水口を折り返し、景徳院がゴールです。

コンクリート舗装の歩きやすい道です。

バスで移動して、昼食(マンズワイン勝沼 バーベキュー)、「桔梗信玄餅工場」見学「里の駅いち

のみや」を観て、桃の収穫量日本一笛吹市のフルーツガーデン「イチフル」で桃狩りをします。

  
※渓谷美の清流と木陰の遊歩道を歩くコースです。また、コンクリート舗装された短いコースも

あります。歩いた後は、伊豆歩倶楽部で初めてのもも狩りを楽しみませんか・・・

たくさんの方のご参加を待っています。

  【開催日時】    ２０１６年７月３１日（日）

  【開催場所】    山梨県 甲府市・笛吹市

  【参加費】     会員：１０，０００円 〔非会員：１１，０００円（参加人員により

            金額の増減があります。昼食・桃狩り・地図・保険代を含む）

  【募集人員】    ２５名（会員優先）

  【締切】      ７月１５日（金）

  【行程】      松崎（４：４０）→ 伊豆急下田駅（５：２０） → 道の駅

            「開国下田みなと」（５：２５）→ 稲取（５：５０）→

            JR 伊東駅（７：００）→ 道の駅「伊東マリンタウン」（７：０５）

            → 東富士五湖道路 → 景徳院入口 → 竜門峡入口 →

            天目山栖雲寺（９：３０）

            ※松崎発、道の駅「下賀茂温泉湯の花」経由伊豆急下田駅になる場合も

             あります。

  【コース】・A コース（６Km） 天目山栖
せい

雲寺
う ん じ

➡➡蜘蛛
く も ん

渕➡➡木賊
と く さ

の石割ケヤキ➡➡

                 平戸の石門➡➡休憩舎➡➡天鼓林➡➡炭焼窯跡➡➡

                 東電取水口➡➡竜門の滝➡➡竜門峡入口➡➡景徳院ゴール

      ・B コース（２Km）  竜門峡入口➡➡竜門の滝➡➡東電取水口➡➡竜門の滝

                 ➡➡竜門峡入口➡➡景徳院ゴール

  【帰路時間】    道の駅「伊東マリンタウン」１８：３０

            伊豆急下田駅 ２０：００（予定）

  【申込み方法】   ハガキ・FAX にて下記に申込んで下さい。

            ※会員番号・氏名・乗車場所をご記入下さい。

            〒４１５－００３８ 下田市大賀茂３０１

            伊豆歩倶楽部事務局 笹本祀長 宛

            TEL・FAX ０５５８－２２－５４６５
            携帯電話    ０９０－２１４０－１７１７



◆◇◆例会報告◆◇◆

■第１６３回 伊豆歩倶楽部 ５月例会

伊豆の踊子 別れの波止場ウオーク 20・15・11Km

  ・開催日  ２０１６年５月１５日（日）

  ・集合場所 河津町湯ケ野「福田家」隣接 伊豆の踊子文学碑広場

  ・集合時間 ９時１５分

  ・出発時間 ９時３５分     

  ・天候   晴れ

  ・参加人員 １９名（非会員 ４名含む）

  ・出発式  開会挨拶   笹本祀長

        コース説明  清水政悦

        ストレッチ体操  笹本祀長

        檄      徳田尚志

  ・コースリーダー トップ 清水政悦

           ミドル 笹本祀長

           アンカー 飯作勝治

   薄日が差すウオーキング日和に恵まれ９時３５分スタートする。小鍋口（旧下田街道）からは急な登り坂

  である。木漏れ日が差す杉林、桧林の茂る山道を進む。地蔵、普門院分岐道標と落ち葉の道を進み１０時２５分

  峠に着く。小鍋峠には地藏、題目塔、歌碑が昔を偲ばせる。小休止をして落ち葉の山道を下る。子安地蔵、道標

  （右 下川津東うら道 左 三しま）と進み北の沢橋に１１時２０分に着く。伊澤政一郎監事の好意で須原区

  民館広場で昼食とする。１２時３０分ゴールに向かって出発。上原美術館、荒増では清水会員より茶々 丸の墓、

深根城跡の説明を聞き稲生沢川の右岸から伊豆急稲梓駅（１１Kmゴール １名）お吉が淵で小休止、伊豆急蓮

台寺駅（１５Kmゴール ７名）反射炉跡、伊豆の踊子の宿「甲州屋」と進み、ゴールの「別れの汽船のり場跡」

  に１５時３０分 １１名でゴールする。

江戸時代に建てられた道標を見る

(右 下川津東うら道 左 三しま)

■第１６回 静岡県ウオーキング協会合同ウオーク

県都 静岡よいとこどりウオーク 22・15Km



  
・開催日  ２０１６年５月８日（日）

  ・集合場所 JR 清水駅東口

  ・天候   晴れ

  ・参加者  １４３名（伊豆歩倶楽部４名、東静歩こう会３４名、富士歩っ人クラブ８名

        掛川歩こう会５４名、静岡ウオーキング倶楽部１５名、まきのはらビタミン

        ２DW７名、一般参加者２１名）

   出発式で静岡県ウオーキング協会 松浦会長、静岡県観光部 小坂課長、静岡新聞編集局

  森様から挨拶を頂いた。静岡市に残された一里塚や記念碑、鉄舟寺、本能寺、家康公ゆかり

  の史跡を巡り駿府公園にゴールした。

   ゴール後懇親会が行われた。

■第１６３回 伊豆歩倶楽部 ５月例会

伊豆の踊子 別れの波止場ウオーク（福田家～小鍋峠～下田みなと）

２０・１５・１１Km

                            伊豆歩倶楽部会員NO1201 佐藤  享

本年度入会し、5月の例会に初めて参加させていただきました。当日は、会長さんを始めとして、スタッフや

会員の皆さんに温かく迎えていただき、無事に最短の11ｋｍコースを歩き通すことができました。

初心者ということで、歩くことはもちろんですが、集合場所までの交通機関などにやや不安がありましたので、

前日に時刻表など確認しました。

コースの序盤は、峠までの急坂の古道ということで、かなり汗をかきましたが、峠の前後で何回かサンコウチョウの

鳴き声が聞こえてきました。この鳥の鳴き声は「月･日・星ホイホイホイと3つの光を歌っているように聞こえるとか、

親鳥以外に、兄弟姉妹が子育てを手伝っている」など以前に見た資料の内容を思い出しました。また、先導の方からは、

途中の何箇所かで地名のいわれや山中の古道を歴史上の人物とその集団が何人も通過していったこと、そして、それら

の人物が歴史の転換点や分岐点に関わっていたことも教えていただきました。湯ケ野バス停付近には、川端文学の精緻

な表現を紹介する碑もあり、小説など舞台となった遠い過去に思いを馳せることができました。

5月の新緑と薫風の中、心地よい疲労感を味わえた日となりました。

小鍋峠で参加者記念撮影
綺麗に咲いたシャクナゲ（あずさの家）



事務局便り

◆会員記録認定者

IVV 回数記録認定 ４００回  益邑 勲（No.1200）

IVV 距離記録認定 ８０００Km 益邑 勲（No.1200）

おめでとうございます。

・ホームページアドレス http://www.izuho-club.com                      
・メールアドレス   info@izuho-club.com
・投稿記事その他ご意見・ご感想をお寄せ下さい。「伊豆歩俳壇」・「いずほ歌留多」・「伊豆歩歌壇」にも一句・・・

皆様のご参加をお待ちしています。

※会報への投稿は、毎月20日までにお願い致します。それ以降に届いた原稿は次号にてご案内させていただきます。

・伊豆歩倶楽部広報 飯作勝治

〒４１０－３６１１ 静岡県賀茂郡松崎町松崎８５－２ ＴＥＬ：０５５８－４２－０８６４

                          携 帯：０９０－７６７５－８６８２

                              ｎisikaze25fuke@yahoo.co.jp
・問合せ先 〒４１５－００３８ 静岡県下田市大賀茂３０１

    『伊豆歩倶楽部事務局』笹本祀長 宛

   ＴＥＬ ＆ ＦＡＸ ０５５８－２２－５４６５【発行 伊豆歩倶楽部事務局】

下田市吉佐美 ペンション ゲストハウス アーヴァン

吉佐美大浜駐車場目の前の好立地☆  『海洋浴』で心も体もリフレッシュ！！

サーフィン・ボディボードなど海を楽しみたい方や、ウオーキングライフを応援します☆

カップル・家族・グループ旅行にご利用下さい。お気軽にお問合わせください。

大人数でのご利用などお気軽にお問合わせください。

☆合宿・サークルなど大人数でのご宿泊歓迎！

☆全国のウオーカーを応援します。

☆夏のご予約承り中♪～ 伊豆の旅をお楽しみください！

  静岡県下田市吉佐美２６２０ ０５５８－２３－２６３５

http://www.e-urvan.com  info@e-urvan.com  

風光明媚な吉佐美大浜☆

一緒にウオーキングを楽しみましょう！！


