
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１２８回 伊豆歩倶楽部 ６月例会

伊東市伊豆高原探索ウオーク  １２Ｋｍ

  美しい城ヶ崎海岸をいつも歩くコースとは逆に歩き、今まで見る事の出来ない所を探索する

  誰でも歩けて楽しいコースです。

【日時】   平成２５年６月１６日（日）

【集合場所】 伊豆急行 伊豆高原駅

【集合時間】 ９時３０分 ≪下田駅発 ８：２０／伊東駅発 ８：５１≫ ※各自ご確認の上お出かけ下さい。

【コース】  伊豆急伊豆高原駅 ⇒ 対島川 ⇒ 田中磯 ⇒ いがいが根 ⇒ 俎岩 ⇒

        蓮着寺 ⇒ 伊豆海洋公園 ⇒ 城ヶ崎海岸駅

■第１２９回 伊豆歩倶楽部 ７月例会

西伊豆潮騒ウオ―キング  １２Ｋｍ

  「普段何気なく見過ごしている私たちの伊豆、まだまだ知られていない伊豆、

  みんなに教えてやりたい伊豆、をウオーキングを通して再発見してみましょう！

  今回は、世界一流の現代ガラス作品を常備展示している他、様々なテーマの企画展示を常備開催している

  黄金崎クリスタルパークを起点に西伊豆の潮騒を感じながらのウオーキングです。

  富士山が世界遺産に登録されます。駿河湾越しに望む富士山は絶景ですので、是非お楽しみに！！

【日時】   平成２５年７月２１日（日）

【会費】   会員：2,000 円／一般：2,500 円 ※参加人数により若干変更有。

【募集人員】 35 名（会員優先）

【集合時間】 9 時 30 分 貸切バス（ＪＲ伊東駅発７：００⇒伊豆急下田駅発８：３０⇒黄金崎９：００）

【コース】  黄金崎クリスタルパーク →→→ 黄金崎海水浴場 →→→ 宇久須隧道 →→→

        黄金崎クリスタルパーク裏通り →→→ 宇久須漁協（昼食） →→→ 三滝遊歩道

        →→→ 三滝神社 →→→ 国道 136 号 →→→ 三滝トンネル →→→

        新宇久須トンネル →→→ 黄金崎クリスタルパーク

【申込方法】 参加希望者は、ＦＡＸ、ハガキまたはＥ-mail にて 7 月 12 日迄に

        「伊豆歩倶楽部事務局 増田為雄」宛にお申し込み下さい。

        ＦＡＸ：０５５８－３２－００４３

        Ｅ-mail : ta.tameo@c.tnc.ne.jp
         住所：〒４１３－０５１１ 静岡県賀茂郡河津町峰 ４８６－６

        ※定員になりしだい締切。多数の方の参加をお待ち申し上げます。

黄金崎クリスタルパーク

■第１３０回 伊豆歩倶楽部 ８月例会

「暑気払いウオーキング」『大雄山最乗寺』とアサヒビール工場見学   １０Ｋｍ
  「大雄山最乗寺」は、応永元年（１３９４年）。了庵慧明禅師（りょうあんえみょうぜんじ）によって

  開山された曹洞宗の寺。福井県の永平寺、鶴見の総持寺に次ぐ格式のあるお寺です。

   樹齢５００年以上の杉並木が続く参道は、荘厳な雰囲気です。「大雄山最乗寺」を参拝して

  緩やかな坂道を登り（古之物語コース）、ゴールのアサヒビール神奈川工場を訪ねます。

  出来たての「アサヒスーパードライ」が試飲出来ます。工場見学後はビール園で昼食となります。

【日時】   平成２５年８月２５日（日）

【会費】   会員：4,500 円／一般：5,000 円[昼食代含む] ※参加人数により若干変更有。

【募集人員】 35 名（会員優先）



【コース】  湯の花観光交流館（5:00）→→→ 伊豆急下田駅（5:20）→→→

        ＪＲ伊東駅（6:50）→→→ 伊東マリンタウン（6:55）→→→ ＪＲ熱海（7:45）
        →→→ 大雄山最乗寺（9:15～10:00）→→→ 仁王門（10:20）→→→

        大雄山駅（10:45～11:00）→→→ アサヒビール神奈川工場（11:45）・
        見学（12:00～13:30）→→→ ビール園・昼食（13:30～15:00）→→→

        ビール園発（15:30）→→→ 伊東マリンタウン（18:00）→→→

        伊豆急下田駅（19:30）→→→ 湯の花観光交流館（19:50）
        

【コースの問合わせ】 ☎０５５８－２２－５４６５ 笹本

【申込方法】 参加希望者は、ＦＡＸ、ハガキまたはＥ-mail にて 7 月３１日迄に

        「伊豆歩倶楽部事務局 増田為雄」宛にお申し込み下さい。

        ＦＡＸ：０５５８－３２－００４３

        Ｅ-mail : ta.tameo@c.tnc.ne.jp
         住所：〒４１３－０５１１ 静岡県賀茂郡河津町峰 ４８６－６

        ※定員になりしだい締切。多数の方の参加をお待ち申し上げます。

■例会報告■

☆第 9 回 静岡県ウオーキング協会 合同ウオーキング大会

   5 月 12 日（日）清水次郎長で名高い次郎長の生家、美保の松原を巡る１５Ｋｍ、２４Ｋｍコースで

  １１６名（伊豆歩倶楽部：７名、東静歩こう会：３０名、富士歩っ人：１０名、静岡ウオーキング：１４名

  掛川歩こう会：４７名、一般：８名）が参加して開催されました。

   ウオーキング日和で、途中で追分羊かんとお茶の接待を受け、富士山を望みながらのウオーキングでした。

  ゴール後、親睦を深める親睦会が開催されました。

  

☆第４次 ２１世紀の朝鮮通信使

５月１７日 (金 )、伊豆歩倶楽部７名のスタッフ（トップ：味岡、ミドル：邊津・徳田・島根・弘田 ・寺本、

アンカー：清水）が箱根町（駅伝のゴール地点）を１２時２０分にスタートする。  

   ＪＲ小田原駅までの２２Ｋm（駅伝の碑～箱根関所跡～甘酒茶屋～畑宿～早雲 寺～ＪＲ小田原駅）の

  通信使コースを誘導し、日韓の市民交流をして友情を深めた。１６時４５分、小田原全員無事ゴールした。                     

2013 年 5 月 31 日 金曜日 『朝日新聞』掲載記事

筆者の若林幹生さんは伊豆歩倶楽部会員



第 9 回 静岡県ウオーキング協会 合同ウオーキング大会

次郎長の生誕地・港町清水と三保の松原を巡るウオーク

伊豆歩倶楽部会員 No.1 飯作勝治

清水駅東口の駅前広場で出発式が行われ、県ウオーキング協会を代表として当倶楽部：邊津会長から記者時代の清水での経験談を

思い出深く挨拶された。

主催者から１１７人の参加者の報告があり、檄が行われた後、順次スタートした。

商店街を歩き、巴川に架けられた稚児橋では、欄干に可愛らしい河童の童子のモニュメントがあり河童伝説を伝えていた。

引き続き商店街を歩き、創業が江戸時代の元禄八年の老舗「追分羊かん大曲店」で全員が銘菓の羊かんをいただき休憩を取った。試食後に

多くの方が土産として羊かんを買っていた。しばらく休憩後、昼食場所の清水船越堤公園に向けて出発する。途中、若者の何人かで小川で

タモを持って何か取っている様子なので、聞いてみるとエビを取っているとのこと、田舎では、最近見かけない光景が、まさか都会の清水

で見られるとは思いませんでした。

公園近くのお堀では釣り糸を垂れている人達を横目で見ながら清水船越堤公園に到着した。ここで昼食をとりながら、８月の例会

「小田原城巡り＆アサヒビール工場」のコースの検討が始まり、ウオーキング後のビールは、さぞかし美味しではないかと８月の例会を

期待した。ここは、近隣の子供会やら中学生らしき集団で賑わっていた。また、この場所から清水の町が一望出来たが、あいにく雲で

富士山はよく見えなかった。

全員で準備体操して、午後コースへ出発、街中の風景が退屈になってきた頃に「鉄舟寺」、コース案内のなかで明治の初期、廃寺同然だった

寺を山岡鉄舟と有志の手により再興し名前を鉄舟寺と改めたと紹介されている。松崎の伊那下神社の社殿の額も山岡鉄舟の揮毫で入江長八の

漆喰作品と聞いているので、近親感を持った。

歩いた感じから、そろそろ左折のポイントではと思いながらコースマップを見て検討するも地図上目印となるものが記載さていないので、

疑いを感じながら直進を続けると地図上にある「ヒバリヤ」に到着し１キロ以上も遠回りしたことを確認した。そこで左折し引き続き住宅街を

歩き「陸上競技場」に着きトイレ休憩となった。競技場では、少年達のサッカー大会が開催されており、熱戦が繰り広げられ、親の応援など

で大変盛り上がっていた。

次に向かったのが「次郎長の生家」、奥に入っていくと売店があり、そこでは広沢虎造と思われる浪曲が流れていたが、着くと同時に

「出発 !」との声「今着いたばかり!」との声と残念ながらトップとアンカーとのコミュニケーションが取れていなかった。

個人的にはもう少し見ていきたかったが、早々 に「次郎長の生家」を後にする。

侠客の次郎長としてしか知らなかったが、船宿「末廣」では、次郎長が清水港の振興に尽力したことや富士山麓の開墾事業など行ったことが

紹介されていた。

最後に「エスパルスドリームプラザ」では、事務局からウオーキングの環境への配慮、地域の活性化、健康増進などをすすめて明るい健全な

社会づくりと会員相互の親睦を呼びかけられ、ここで解散となった。   

  

会長挨拶 追分羊かん大曲店 次郎長生家

  



事務局便り   

◆伊豆歩倶楽部事務局の連絡先が変わりました。

例会のお問合わせ、参加申込、伊豆歩倶楽部会報の原稿の投稿先、その他伊豆歩倶楽部に関する

お問合わせ、ご意見は下記までお願い申し上げます。

  【住所】〒４１３－０５１１

      静岡県賀茂郡河津町峰４８６－６

      伊豆歩倶楽部事務局 増田為雄

      TEL&FAX：０５５８－３２－００４３

・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。

・伊豆歩倶楽部部 〒４１３－０５１１ 静岡県賀茂郡河津町峰４８６－６ 増田為雄

         電話：０５５８－３２－００４３（ＦＡＸ共用）

【発行 伊豆歩倶楽部事務局】

■平成２５年度 新規会員募集中！！

  ＜平成２５年４月１日～平成２６年３月３１日＞

   【会 費】   継続会員 2,000円／年   家族会員 1,000円／年

            新規会員 3,000円 （ 入会金 1,000円  年会費 2,000円／年 ）

          日本ウオーキング協会  正会員 10,000円／年  維持会員 2,000円／年

【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。

※夏休みのご予約承り中！！

  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！！


