
 

 伊豆歩の歌 詠み人知らず  
 
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１０８回 伊豆歩倶楽部 １０月例会  
 

初島と熱海めぐり   １２Kｍ 
 ・元気に歩こう１８００ウオーキング熱海市認定大会 

   相模湾の真珠と呼ばれる初島に熱海港から渡ります。島のどこにいても波の音が聞こえる 
極上のウオーキングが楽しめます。最後は、来宮神社によって寿命を延ばしましょう。 

   【日程】    ２０１１年１０月２３日（日） 
   【集合場所】  ＪＲ熱海駅（足湯広場） 

【集合時間】  ９時１５分（伊豆急下田駅発 ７：３８／伊東駅発 ８：４８／東京発 ６：５３）  
        ※電車利用者は各自確認して下さい。 

   【ゴール時間】 １４時３０分（予定） 
   【解散場所】  伊東線・来宮駅 
   【コース】   熱海駅（トイレ） → 熱海港・１０時３０分乗船 → （船の中にトイレ有） 

 → 初島港下船（トイレ）・出発式 → 初島灯台 → 森林散策 →  
初島フィッシャリーナ（トイレ） → 初島港（トイレ）・１３時２５分乗船 
→ 熱海港（トイレ） → 親水公園 → ＪＲ来宮駅 

   【問合わせ】  伊豆歩倶楽部事務局（杉本）ＴＥＬ・ＦＡＸ： 0558-62-0381 
            ※初島航路船運賃往復 2,110 円。個人負担です。  
            お釣りのないようにご用意願います。  
                   ※１０時３０分の乗船に間に合うように、熱海駅から熱海港までの歩行  
            （通常歩行で約３０分）をお願いします。  
                   ※例会に参加される際は必ず名札を見える所に付けて下さい。  
 
 
 
◆伊豆歩倶楽部特別例会（オプション） 
 

「八ヶ岳ウオーキング」  
1日目「清里開拓の道」 １０Ｋｍ  2日目「信玄棒道」 １０Ｋｍ 
 ・「美しい日本の歩きたくなる道 500選」「遊歩百選」認定コース 
武田信玄が信濃攻略へと駆け抜けた棒道。また、八ヶ岳清里の雄大な自然とともに開拓者たちの 

  足跡を辿りその功績を体感する。温泉と花で心と体をリフレッシュしましょう。 
【場所】    山梨県八ヶ岳高原 
【日程】    ２０１１年１１月１９日（土）・２０日（日） 
【会費】    会員 22,000円  一般 22,500円 
【募集人員】   ３５名（会員優先、定員になり次第締切） 

   【宿泊】    ①ペンション・ペアハット（定員２０名・二次会でお酒を飲む宿） 
           〒408-0031 山梨県北杜市長坂町小荒間 686－１ 電話：0551-32-5888 

②ペンション・風路（定員１５名・静かに眠る宿） 
〒408-0031 山梨県北巨魔郡小渕沢町 1022 電話：0551-36-3826 
※お互いの宿は、４Ｋｍ程離れています。 

   【コース】   ＜1日目＞「清里開拓の道」 
           湯の花観光交流館[5：00] → 伊豆急下田駅[5：20] → 伊東駅[7：10] → 
           大仁道の駅[7：45] → 沼津ＩＣ → 富士ＩＣ[9：00] → [11：00]長坂ＩＣ 
           → [11：30]清泉寮（昼食・弁当） → [12：30]出発 →  

萌木の村[14：00]＜テーマパーク散策＞ → [15：00]出発 →  
アクアリゾート清里[16：30]ゴール 



☆16：30～17：30 アクアリゾート内「天女の湯」入浴 
☆17：30～19：30 アクアリゾート内「レストラン・アクア」夕食・懇談 
・「風路」宿泊者 レストランのマイクロバスにて送迎 
・「ペアハット」宿泊者 貸切バスにて送迎 
☆二次会「ペアハット」（持込み自由。お酒、おつまみ持参大歓迎） 
＜2日目＞「信玄棒道」 
朝食[7：00] → 「三分一湧水」集合[8：00] → 棒道・スタート[9：00] → 
女取湧水 → 棒道・火の見 → ゴール・スパティオ小渕沢[11：00] → 
（フリータイム・昼食・入浴・ショッピングお好みでチョイス）→ 
集合[12：20] → 出発[12：30] → 「サントリー白州工場見学」（ウイスキー 
試飲します）[13：20] → 出発[14：30] → 韮崎ＩＣ[15：00] → 
朝霧高原道の駅休憩[17：00] → 沼津ＩＣ → 大仁道の駅[18：50] → 
伊東駅[19：30] → 下田駅[21：20] → 湯の花観光交流館着[21：40] 
☆「八ヶ岳歩こう会」の例会に参加という形式で、地元の会員数名が 
 コースを一緒に歩いて案内してくれます。夕食も一緒にとり懇親を深めたいと 
 思います。 

   【申込方法】   参加希望者はＦＡＸもしくはハガキにて申込み下さい。 
           〒415-0153 静岡県賀茂郡南伊豆町手石７４７ 
           伊豆歩倶楽部事務局 杉本育男 宛 
           ＦＡＸ：０５５８－６２－０３８１ 

【問合わせ】  伊豆歩倶楽部事務局（杉本）ＴＥＬ・ＦＡＸ： 0558-62-0381 
 

※事務局より  
 八ヶ岳ウオーキングの申込みファックスについて。 9 月 5 日到着分が 2 通あり、 1 通は徳田様。  
もう 1 通が判読できませんでした。心当たりのある方はご連絡をお願い致します。  

 

 
 
◆◇◆静岡県ウオーキング協会 第 6回合同ウオーキング大会 開催計画 
 

１．大会名：駿河湾・田子の浦富士山眺望ウオーク  
２．主 催：静岡県ウオーキング協会  
３．後 援：日本ウオーキング協会 朝日新聞社静岡総局  
４．認定大会：日本スポーツ連盟 ウオーク日本 1800 静岡県マーチングリーグ  
５．開催日：平成 23 年 11 月 23 日（水・祝日）雨天決行  
６．集合場所：吉原駅南口公園（ＪＲ東海道線吉原駅南口下車徒歩 2 分）  
７．開催時刻：受付時間   午前 8 時 40 分～午前 9 時  
       出発式    午前 9 時   ～午前 9 時 15 分  
       スタート時間 午前 9 時 20 分  
８．参加費：静岡県ウオーキング協会加盟団体会員は無料  
      一般参加者は 500 円（傷害保険代、地図など含む）  
      中学生以下は無料。※参加費は当日受付に納入する。  
９．参加申込：事前申込み不要、一般参加者は当日集合場所で受付時刻までに受付。  
１０．コース：Ａコース [２３Ｋｍ ]  
       吉原駅南口公園（出発式・ＷＣ） → 田子の浦漁港 → 山部赤人歌碑  
       → 港公園（休憩・ＷＣ） → 防潮堤 → 富士川堤 → 水神社 →  
       雁堤（昼食・ＷＣ） → 実相寺 → 岩本山（休憩・ＷＣ） →  
       潤井川水神社 → 富士緑道（身延線廃線跡） → 富士駅（ゴール）  
       Ｂコース [１５Ｋｍ ] 
       吉原駅南口公園（出発式・ＷＣ） → 田子の浦漁港 → 山部赤人歌碑  
       → 港公園（休憩・ＷＣ） → 防潮堤 → 富士川堤 → 水神社 →  
       雁堤（昼食・ＷＣ） → 柚木 → 富士駅（ゴール）  
１１．歩行形態：団体歩行 ※トップ・ミドル・アンカーに団体役員を配置する。  
１２．その他  
   （1）雨天の場合の昼食は、富士川緑地公園国道 1 号線新富士川橋下とする。  
   （2）雨天の場合のＡコースは岩本山へ登らず、実相寺から潤井川水神社へ向かう。  



 
☆参加人数の把握をしますので、参加者希望は事務局まで申込み下さい。  
 ・15 人以上の参加者がある場合には、貸切バスを検討します。  
 ・15 人以下の場合は、各自現地に集合して下さい。  
  その場合の電車時刻表【下田発６：０８ 伊東発７：１４ 熱海着７：３９  
  熱海発７：４４（沼津乗換） 吉原着８：２４】  
 [申込期限 ]  １０月１５日厳守  
 [申込方法 ]  参加希望者はＦＡＸもしくはハガキで。  
        〒415-0153 静岡県賀茂郡南伊豆町手石７４７  
        伊豆歩倶楽部事務局 杉本育男 宛て  
        ＦＡＸ：０５５８－６２－０３８１  

 

 
 
■第１０９回 伊豆歩倶楽部 １１月例会  
 

 「踊り子の道ジオサイトウオーク」  
 （第１５回 伊豆の踊り子ウオーキング ＪＶＡ認定大会） 
【日程】    ２０１１年１１月２７日（日） 
【集合場所】  河津西小学校 
【集合時間】  受付８時より 

① 天城峠コース 出発式８：３０ 
② 七滝コース  出発式９：３０ 

   【ゴール時間】 １４時３０分（予定） 
   【解散場所】  河津西小学校 
   【コース】   ①天城峠コース（１５Ｋｍ） 「水生地下駐車場」スタート 

②七滝コース  （１０Ｋｍ）  「水垂駐車場」スタート 
    ※主催は湯ヶ野観光協議会。協力団体として伊豆歩倶楽部は、歩行者管理（トップ＆アンカー）で 
     ８人を出すことになっています。会員の皆様のご協力をお願いします。 

【問合わせ】  伊豆歩倶楽部事務局（杉本）ＴＥＬ・ＦＡＸ： 0558-62-0381 
 
 
■第１１０回 伊豆歩倶楽部 １２月例会  
 

 ワイナリー・中伊豆ヌーボーを楽しむ（忘年会） １０Ｋm  
 ・元気に歩こう 1800ウオーキング伊豆市認定大会 
 ワイナリーシャトーから一望できる６ヘクタールのぶどう園や初冠雪の富士山、箱根山、 
自然いっぱいの散策コースのスタンプラリーが楽しめます。急がずゆっくりとワイナリー 
コースを楽しみましょう。 

【日程】    ２０１１年１２月１１日（日） 
【集合場所】  伊豆急行南伊豆駅 （ワイナリー送迎バス） 
【集合時間】  ８時３０分（伊豆急下田発７：１３ 伊東駅発８：１８） 
        ※電車利用者は各自確認して下さい。 
        ※マイカーで直接現地集合の場合は、ワイナリーヒルズ９時３０分です。 
【ゴール時間】 １５時（予定） 
【解散場所】  伊豆急行南伊豆駅 （ワイナリー送迎バス） 
【コース】   受付・出発式（トイレ）9:30 → ワイナリー周辺を２時間ウオーキング。 
        このコースには、一部歩いたコースもありますが十二支巡りの楽しいコースが 
        あります。→ 12:30 忘年会食事会。ワイナリー「カフェテラスカルフォルニア」 
        にてバイキング。＜ソフトドリンク付き・お酒類は有料＞ →  
                14:00 ワイナリー出発 → 15:00 南伊東駅着 
   ☆女性向きとお酒の弱い人にもお勧めできる勧めできる美味しいワイン 
    Chateau T.S  中伊豆ワイナリー ＢＬＡNC 白でやや甘め 1,270円 
【会費】    ２，１００円（昼食バイキング代） 
   ※例会に参加される際は必ず名札を見える所に付けて下さい。 
 



 
☆マイクロバスの定員、バイキングの予約の件もあり、事前申込みと致します。 
  【申込方法】  参加希望者はＦＡＸもしくはハガキにて申込下さい。 
          〒415-0153 静岡県賀茂郡南伊豆町手石７４７ 
          伊豆歩倶楽部事務局 杉本育男 宛て 
          ＦＡＸ ０５５８－６２－０３８１ 

 

 

事務局便り   

◆新入会員紹介  
No.808 中西 二 伊東市 No.809 高橋昌子 南伊豆町 No.810 高橋道之 下田市 
みんなで楽しく歩きましょう♪～  
 
 
◆１０周年記念事業・準備状況  
 『伊豆歩倶楽部１０周年記念誌』広告依頼について 
 
 日差しはまだ夏影を残していますが、皆様方にはご健勝のこととお喜び申し上げます。 
 さて、伊豆歩倶楽部も皆様方のご支援をいただきながら１０周年を迎えることになりました。この機会に伊豆歩倶楽部 
１０年の歩みを記念誌としてまとめることになりました。つきましては、貴社の広告を掲載していただきたく、下記内容にて 
ご案内いたします。ご多忙中のこととは存じますが、よろしくお願い申し上げます。 
              

 記 
１ 『記念誌』   Ａ４判 ８０ページ ２５０部発行 
２ 配布先     官公庁 図書館 全国の主なウオーキングクラブ 
           伊豆歩倶楽部会員 その他 
３ 発効日     平成２４年１月７日 
４ 広告掲載代   (参考)  Ａ４ 全紙    ２万円 
               Ａ４ 二分の一  １万円 

Ａ４ 四分の一  ５千円 
５ 問合せ先   伊豆歩倶楽部１０周年記念事業実行委員長 
          事務局：杉本育男 
          〒415-0153 静岡県賀茂郡南伊豆町手石７４７ 
                      TEL&FAX  ０５５８－６２－０３８１ 
★広告がいただけるところがありましたら事務局まで連絡願います。 
 

 
 

「１０周年記念パーティー」開催計画書（案） 
・ 日    平成２４年１月７日（土） 下田水仙ツーデーマーチ開催時 
・時 間   １６時  ～ １８時  
・場 所   下田市民文化会館大会議室 
・参加人員  ８０名 （会員５０名、県内各ウオーキング団体長６名、市長町長４名、市町担当課長４名、観光協会４名、 
         朝日新聞社２名、日本ウオーキング協会１名、ムーンスター１名、ミズノ１名、山愛海２名） 
・アトラクション 翔華組（ ヨサコイ２演舞 ） 
★会員の多数参加をお願いします。 
 

 
 

『伊豆歩倶楽部１０周年記念誌』原稿募集中！！  
①「こころに残る例会」原稿募集 
   これまで参加した例会で、いまでも心に残っている例会の思い出を書き綴ってください。 

(手がき、ワープロどちらでもかまいません) 



②「イラスト・カット」募集 
・「表紙イラスト」(ヨコ１２ｃｍ×タテ１０ｃｍ) 伊豆歩倶楽部らしいもの 

   ・「カット」(ヨコ３ｃｍ×タテ３ｃｍ程度。少しぐらい大きくなってもかまいません)。文章の合間に使用します。 
題材は自由です(ウオーキング、花、鳥、風景、似顔絵等々 )。 

③「例会の写真」 
    デジカメで撮ったもので、データーでもらえるもの。 
（締切日）平成２３年１０月１０日(月) 
（提出先）〒415-0303 静岡県賀茂郡南伊豆町下賀茂２０１－４ 渡辺芳男 宛 

        メールアドレス info@izuho-club.com 
 

 

◇◆例会報告◆◇ 
■第１０６回 伊豆歩倶楽部 ８月例会   
 暑気払いウオーキング  １３Km 
 ２０１１年８月２１日（日）  天気：曇のち雨 
  参加者：２１名（会員 ２０名・一般 １名） 
     
   猛暑のためか参加者が少なかったです。それでも、大窪名人の檄に励まされて出発。町内を抜け下田公園へ。裏側の大浦を 
見下ろす風景は新鮮でした。伊豆急下田駅で東京からの参加者と合流。暑さをさけてロープウェーを利用して寝姿山に上がる。 
森林公園内の林を抜けて、東浦路を歩いて白浜、ホテル伊豆急に到着。ホテルの露天風呂でさっぱりした後は。板戸「エビ満」下で、 
大人の豪快なバーベキューを楽しむ。激しい夕立が涼を呼び込む。恒例の福引き、株式会社ムーンスター賞(ワールドマーチ 
シューズ)は、田村喜美枝さんに当たりました。 

 
 

７月例会 『西伊豆町・三四郎「トンボロ」現象を訪ねて』に参加して 

                                           伊豆歩倶楽部会員Ｎｏ．１  飯作 勝治 
 
   安城岬ふれあい公園に着いたのは、現地に一番近い私が最後と恐縮しながらの参加となりました。炎天下、山側少しの日陰に 
皆集まり、邊津会長挨拶に続き、杉本事務局長からはコース設定の説明や熱中症対策でこまめの水分補給などアドバイスが、 
私からコース説明し、笹本さんの掛け声で準備体操を行った後に出発する。しばらくして「檄は」の声！ ・・あまりの暑さで 
失念か・・あらためコートダジュールの海の青さに負けない駿河湾の紺碧の海をバックに八嶋さんによる完歩の檄が飛ぶ。 
   最初にめざす亀甲岩は、まさに亀が上陸する姿に似ていることからこの名が付いたとか。しばらく登ると左側には雲見の浅間山が、
右側には三四郎島などが見渡せる絶景ポイントとなっている背を歩く。先端の亀甲岩に到着するも日陰がない、休憩場が欲しい 

ところではあるが国立公園、名勝伊豆西南海岸の特別地区に指定されているので無理な話でしょう。亀甲岩では、海の景色は良いが

とにかく暑いので、すこし後退して木陰に入り休憩する。ここで引き返して沢田地区へ向かう。この地区の男も女も漁場特有の 
気性が激しいのが有名でしたが、最近はめっきりおとなしくなり、時代の趨勢を感じる。 
乗浜海岸から見る堂ヶ島は、白色の凝灰岩が波の浸食により独特の文様が作り出され、岩の上の松の緑との色彩はみごとに美しい。
今年から「伊豆半島ジオパーク推進協議会」が設立され、世界ジオパークを目指す取り組みがスタートしたとのことですので、 
この堂ヶ島は海底火山の美しく多様な地層断面としてあらたな観光の資源として取り上げられるものと思う。 
  堂ヶ島バスターミナル付近から少し登り勾配の道を歩き、今回の『西伊豆町・三四郎「トンボロ」現象を訪ねて』の目的地の 
瀬浜に到着する。 
「海が割れるのよ 道ができるのよ」天童よしみ 珍島物語の一節を口ずさみながら渡り始め、ゴツゴツと音をさせながら渡りきり、
日陰をさがして昼食となった。観光パンフレットには、「この瀬をあなたの素敵な人と渡ると二人の愛が結ばれると言われています。」
と書かれている。そんなことなのか、足元がしっかりしない何組かのカップルが渡ってきた。愛が結ばれようガンバレ!  
日本のために祝福を込めてもう一度ガンバレ! と。 
  帰り道、堂ヶ島の天窓洞の廻るコースでは、約1時間の自由時間としたので、コンビニのかき氷を食べながらの仲間と世間話を 
しながら休憩となりました。休憩後は、ゴールをめがけて一直線、若干遅れ気味の参加者もいましたが、全員無事に予定時間には 
ゴールに到着しました。こんな暑い中３９名と大勢の参加ありがとうございました。 

 
 
 
 
 



８月例会 暑気払いウオーキングに参加して 

                                           伊豆歩倶楽部会員Ｎｏ．３０８  高橋 まさよ 
 
８月の例会は暑さと忙しいときなので今までずっとパスしていましたが、今回は初めて参加させていただきました。 

 ９時４５分、下田ベイステージに今にも降りそうな空と、冷たい風が吹いて８月とは思えない寒い出発式になりました。 
参加者も２０名ちょっととさみしかったけど、大窪さんの檄で元気よく出発です。 
  歩き出すとこの天候がちょうど心地よくなりました。城山公園を回って下田市内を歩いて、下田駅でメンバーが少し増えました。
ロープウェーで寝姿山に登って、そこで昼食、ここからは原生林を通ってちょっと道に迷ったりしながら、白浜東浦路古道を 
降りてきてホテル伊豆急前に出ました。 
  ここで一応、解散。皆さんホテル伊豆急にお風呂に行きました。私たち２人はここで帰るつもりでしたが、急にバーベキュー大会
に参加させていただくことになり、４人で歩いて「エビ満」まで行きました。 
 時間がまだいっぱいあったので、海を眺めて待つこと１時間くらい。やっとバーベキューの始まりです。初めてのバーベキュー大会
とあって、いろいろな失敗や反省点もあったかと思います。でも私はしっかりとかぶりついてお腹いっぱいいただきました。 
とてもおいしかったです。そしてプレゼントまでいただきました。帰るときは土砂降りの雨が降り出し片付けもそこそこでバスに 
乗って帰りました。 
役員の皆様本当に大変だったと思います。ご苦労様でした。そして、ありがとうございます。 

 
 
 

旅の報告  ７つの港を歩く「７harbor walking」                              
伊豆歩倶楽部会員 №609  鷹木 亮一 

 
８月２６日台風１２号が日本列島に近づいてきている。２６日から３０日まで函館ウオーキングと観光に行くのだが 
巨大な台風が気になる。パソコンで進路を確かめると速度が遅い為３０日までは大丈夫のようだ。ラッキーだ。 
今回は７ハーバーを目的に函館まで出掛けて行く事にした。我ら伊豆歩倶楽部からの参加者が９名とは遠くの開催地では 
珍しいそうです。メンバーは、日本ウオーキング協会初代会長の江橋さん、杉本さんご夫婦、社本さんご夫婦、先崎さん、 
金沢さん、田村さん、そして鷹木２名それぞれが空路、陸路を使って旅の楽しみを味わっていた。宿もそれぞれお好みで、 
あるご夫婦は新婚旅行だったようです。(̂ _-)-☆ ウフフ 。 
２７日会場は函館ベイサイド青函連絡船摩周丸の前、我ら一行は笑顔で集合「おはよう」声も顔も青空と同じすがすがしい、 

「何kmやるの？」「今日は10kmでお昼は朝市で食べよう」みんなの意見は同じで海鮮丼が早くも頭の中をいっぱいにしている 
ようだ。 
コースは津軽海峡側を本州大間が見える立待岬まで行き、夕べ見たブルーライト函館の山頂下を歩き、若い女性たちに人気の 

八幡坂を通り（ここで私も若い気になってパチリ一枚）(*̂ _̂ *)。ここからコースは下り坂、函館港赤レンガ倉庫群へと足は 
進んでいく。チョッとくたびれたかな？ 赤レンガ倉庫を横目に見ながら摩周丸を目指して一気に歩く。 
会場では年配の男性がお帰りコールを私たちに送ってくれている。我が地元ではお帰りコールは若い女性人が迎えてくれる 
のですが、ここは年配の男性だった。疲れが残ってしまったかな？ 伊豆だと疲れは一気に飛んでしまうのにと家内と話して 
いました。 
さて二日目、今日もお天気は快晴 台風の事は頭にありません。私たち二人は２０kmです。他の方たちは今夜ブルート 

レインでロマンチックな夜を酔いながら帰路につくので１０kmです。いいな～ 私たちも乗りたい。 
二日目のコースは函館港から五稜郭方面を経由して笹流ダムでチエックポイントし、折り返して青函線沿いを港までコース。 

お天気は北海道の真夏、日陰に入ると湿気が無いのでヒヤッとした涼しさを感じる。「このまま日陰が続けばいいのに」と家内。 
女性は日焼けが大敵なのですね。 
ゴール７km手前で１０kmチームに携帯を入れるとアクシデントが発生していました。仲間の一人が行方不明との事、 

先頭を歩いていた一人が２０kmコースに間違って行ったそうです。大変だ！連絡取れたの？・・・携帯もって無いそうです。 
・・・どうしよう。私たち二人は１２時過ぎにゴールして一休みしていたら社本さんから「まだ見つからない」と心配の電話が 
あり、話していると、なんとこちらに向かって歩いてくる迷子さんが居るではないか。「見つかったよ」迷子の本人さんも 
ホッとしたようです。異国の地でも我ら伊豆歩たちは赤い糸でむすばれていたのですね。    
                                                 次回は観光編   

 
 
 
 
 



さすらい人京さん（２６）                                             

伊豆歩倶楽部会員 №402  大窪 正幸 
 
今日は、京さんが若い頃、御用聞きで走り回っていた横浜・伊勢佐木町で記憶に残っているお店を紹介します。最初は、 
牛鍋屋「太田 なわのれん」。明治元年創業で山形牛のロースとヒレの角切り肉を、ぶつ切りし秘伝の味噌だれでグツグツ煮る牛鍋で
お酒が進みます。また、鉄鍋から味噌だれがあふれんばかり。次は、美空ひばりも訪れた老舗の「松葉寿し」入り口には、美空 
ひばりの幼き頃の銅像があります。手に持っているステッキが何者かに折られてしまうことが数回ありました。ひばり御膳なども 
あり、ひばりファンには人気の様です。馬肉料理専門店「浜幸」有名人も多く来店し、人気メニューは、馬肉と鹿肉が半々 に分け 
られて出てくる馬鹿鍋です。他には、馬刺し、さくらぶし、ヒレステーキなどいろいろあります。珍味を食べて馬通になれること 
間違いありません。 
次は、常連客だけと言っても良いほど、それとクチコミで知っている人だけ。「武蔵屋」暖簾が出ていることもなく、間口一間の
格子戸平屋で、一般住宅と間違えてしまうほど。座れば日本酒３杯まで飲ましてもらえます。それ以上は、いくら請願しても受け 
付けてもらえません。つまみは、３杯飲む間に、５品黙っていても出てきます。それがセツトなのです。もちろん、特別料理もあり、
酒のみ３杯であってビールなどの飲み物は、ある程度まで注文に応じてくれます。宣伝もせず毎日常連客で満席となる不思議な 
店です。午後５時開店と同時に行かないと入れないくらいです。この武蔵屋は「京さん」のお気に入りの１店でした。まだ、 
紹介したい店もありますが、このへんで終わりとします。 
万歩計は５キロを示しています。余談になりますが、ある人は、あの店の何々 が旨い、別の人は、いやあれが旨いと、言うのです。
各人好みがあるからです。各人の持つ五感によって違ってくると思います。大半が味覚、臭覚で決めているのでは。京さんは、 
例会の時の昼食はパン類特にアンパンを主としています。アンパンとは言えなかなかのものです。皆さんの笑顔、弾む声、小鳥の 
囀り、これらのスパイスが加えられ数倍旨くなり、午後のエネルギーとなるのです。 
次回の例会は、マロン入りアンパンで頑張ります。 

  一句    

栗食うて 思い出したり マロンパン 
                                             「次回 東京」 
 
 

■平成２３年度 伊豆歩倶楽部新規会員募集☆ 

   ＜平成２３年４月１日～平成２４年３月３１日＞ 

    【会 費】   入会金  1,000円 
            年会費  2,000円 （家族会員  1,000円 ） 
           ◆ 日本ウオーキング協会 維持会員 年会費 2,000円 [希望者のみ] ◆ 
          ※日本ウオーキング協会より毎月情報誌が届きます。全国のウオーキング情報が満載！！ 
            詳しくは、伊豆歩倶楽部事務局へお問合わせ下さい。 
 

【納入方法】  郵便振替用紙にて『通帳番号１０１５０－記号５７６８０８２１ 伊豆歩倶楽部』宛に納入して下さい｡ 
※例会等へ現金を持参の方は、封筒にお名前・入金額を記入の上、伊豆歩倶楽部の受付へお渡しください。 

 
 
 
 
 
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。 
 ☆☆☆１０月連休・年末年始のご予約承り中！！ 
 ☆☆☆グループ・サークル活動など大人数での貸切も相談可！ 

 
静岡県下田市吉佐美２６２０ ０５５８－２３－２６３５  

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

 

 

自然豊かな吉佐美周辺 
（はまぼうブリッジ） 

 


