
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

■平成２７年度 伊豆歩倶楽部新規会員募集開始！！

   伊豆歩倶楽部に入会して伊豆の自然を満喫しながら楽しくウオーキング！ 仲間と歩くと心も軽く笑顔もあふれます。

    多くの皆様の新規ご入会をお待ち申し上げます。お気軽にお問い合わせください。

    日本ウオーキング協会の入会及び継続（正会員・維持会員）をご希望の方も伊豆歩倶楽部会員手続きに合わせて

    手続きを行いますので、その旨をお知らせください。退会予定の方も事務局または役員までご連絡をお願いします。

    詳しくは伊豆歩倶楽部事務局 笹本【０５５８－２２－５４６５】までお気軽にお問い合わせください。

    ≪平成２７年４月１日～平成２８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｡

※例会等へ現金をご持参の方は、封筒にお名前・入金額をご記入の上、伊豆歩倶楽部の受付へお渡し下さい。

■【東静歩こう会】伊豆の踊り子ツーデーマーチ 参加者募集！

【開催日】   平成２７年５月１6 日（土）、 17 日（日） 雨天決行

【集合場所】  Ａコース：伊豆市役所前広場 ７時４５分〔出発 ８時〕

        Ｂコース：道の駅「天城越え」 ９時４０分〔出発 １０時〕

【参加費】   12,000 円

        参加費には宿泊費（ 1 泊 2 食）と 2 日目の昼食付です。

【宿泊場所】  河津町 七滝温泉 峠の湯 大家荘

【コース】   第 1 日目 Ａコース ３２Ｋｍ Ｂコース １６Ｋｍ

        第 2 日目 Ａ，Ｂコース ２０Ｋｍ（ゴール道の駅「開国下田みなと」）

【問合せ】   東静歩こう会事務局 原 晴之 宅

        電話 ０５５－９７５－１２４３

■第５次 ２１世紀の朝鮮通信使

ソウル―東京 日韓友情ウオーク

  日本人、韓国人と在日韓国人が一緒になって「韓国通信使の道 ソウル―東京 ２０００キロ」旅する

イベントです。公募したメンバーで２年おきに実施。第５次の今回は２０１５年４月１日ソウル・景福宮を

出発します。東京には５月２２日に皇居・日比谷公園ゴールする予定です。

  朝鮮通信使は江戸時代、１２回にわたって日本へ派遣された朝鮮からの公式使節団です。「鎖国」といわれた

日本に学問、文化、芸術などの分野で影響を及ぼし、２６０年もの長きにわたって両国の平和と友好の「善隣

関係」を築いたシンボルです。

  日韓友情ウオークには、伊豆歩倶楽部会員【Ｎｏ．６】の遠藤靖夫さんが隊長で「ソウル―東京間」を

歩きます。



☆静岡県ウオーキング協会では、毎回各団体が県内の道先案内をして歓迎しています。

  伊豆歩倶楽部の案内区間は『箱根芦ノ湖―ＪＲ小田原駅』までです。

  多くの会員が参加して、盛大に支援・歓迎をしましょう！！

◇伊豆歩倶楽部担当区間『箱根芦ノ湖―ＪＲ小田原駅』 参加者募集！

【日程】    ２０１５年５月１９日（火）

【参加費】   ５００円

  

今回は集合場所を「箱根芦ノ湖（大学駅伝ゴール地点）」と「ＪＲ熱海」の２ヶ所を設定しました。

  どちらか都合の良い方で参加ください。

【ＪＲ熱海の場合】 集合時間 ９：００≪時間厳守≫

           集合場所 ＪＲ熱海駅改札口

           交通機関 伊豆箱根バス 熱海発９：１８ 元箱根着１０：２６

                ＜運賃 １，１８０円（各自）＞

【箱根芦ノ湖（大学駅伝ゴール地点）の場合】 集合時間 １１：００

※１１：００の集合時間までに昼食は済ませておいてください。

【コース】 元箱根（大学駅伝ゴール地点）１２：００ ➡ 箱根湯本 ➡ ＪＲ小田原駅１７：００

◇◆電車◇◆

伊豆急下田駅発７：１３→ ＪＲ伊東駅発８：１６→ ＪＲ熱海着８：４２

※参考まで

【申込み・お問合せ】 〒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 ０９０－２１４０－１７１７

   一緒に歩いて「日韓交流」しませんか！！

■第１５２回 伊豆歩倶楽部 ６月例会

景勝西伊豆海岸愛のスポット恋人岬ウオーク １３Ｋｍ

  伊豆市土肥の丸山スポーツ公園をスタートして国道１３６号を南下し、途中の米崎港で昼食をとり、

愛のスポット『恋人岬』を目指すコースです。

  国道１３６号の海岸線から天気の良い日には、駿河湾を挟んで対岸の清水、南アルプス山脈を

眺めることが出来ます。また、振り返れば・・・いつでもそこに富士山がいます。

  恋人岬の展望台は「好きな人の名を呼んで、鐘を３回鳴らすと愛が実る」ということで若いカップルで

賑わっています。青春時代を思い出しながら素晴らしい富士山の姿を眺めてみませんか！

  【日程】    ２０１５年６月１４日（日）

  【集合場所】  丸山スポーツ公園駐車場（伊豆市土肥）

  【集合時間】  ９時４５分

  【出発式】   ９時５０分（挨拶、コース説明、準備体操、檄）

  【スタート】  １０時

  【コース】   丸山スポーツ公園駐車場（スタート） ⇒ 大久保「太守院」 ⇒

          小下田「最福寺」 ⇒ 土肥恋人岬郵便局 ⇒ 米崎港（昼食） ⇒

          恋人岬展望台 ⇒ 恋人岬駐車場（ゴール）

          ※ここから乗用車で丸山公園スポーツ公園駐車場へ送ります。



  【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

                  携帯 ０９０－２１４０－１７１７

◇◆例会報告◆◇

第１７回伊豆早春フラワーウオーキング

第１６回伊豆松崎なまこ壁と桜のツーデーマーチ

２０１５年３月２８日（土）・２９日（日）

天候に恵まれた１日目は、桜の花に棚田、西伊豆海岸線からの日本一の富士山を望む、

素晴らしい景観でウオーカーはみな満足顔でした。

２日目は、那賀川の桜、田んぼの花畑に咲く可憐なん花が見頃でした。午後から少し

雨も降りましたが満足できる２つ日間でした。

１日目〔３月２８日（土）〕          ・２日目〔３月２９日（日）〕

距 離 地元参加者 一般参加者 合 計 距 離 地元参加者 一般参加者 合 計

30ｋｍ ３６ ４６ ８２ 20ｋｍ １８ ９０ １０８

20ｋｍ ３４ ８３ １１７ 15ｋｍ ２１ ２２ ４３

10ｋｍ ６４ ５９ １２３ 10ｋｍ ４ ７９ ８３

合計 １３４ １８８ ３２２ 合計 ４３ １９１ ２３４

  内  伊豆歩倶楽部会員 ２２   内  伊豆歩倶楽部会員 １２

       海岸線に咲く桜（岩地海岸付近）



事務局便り

平成 27 年 4 月 25 日（土） 道の駅「開国下田みなと」4 階会議室において

伊豆歩倶楽部総会が開催されました。会員皆様の賛同のもと、すべての議案が

可決され、無事終わることが出来ました。

◆平成 27 年度 伊豆歩倶楽部役員名簿

役職名 氏  名 担   当

名誉会長 江橋慎四郎

会   長 笹本祀長 総括・兼務 事務局長

副  会  長 山本 清 会長補佐

事務局長 笹本祀長

事務次長 飯作勝治 事務局補佐

相  談  役 田中久義 若林幹生

監       事 菊池仁代 伊澤 政一郎

幹       事 味岡照介

弘田 和子

東海林宏安

徳田 尚志

◆会員名簿の訂正

・会員Ｎｏ．６２１ 鈴木 道子   誤 〔住所〕２－１４－１５

                   正 〔住所〕２－１６－１４

             



◆平成 27 年度 伊豆歩倶楽部事業計画

全大会ＩＶＶ認定大会 ○オールジャパン認定大会 △東海・北陸マーチングリーグ認定大会

No. 開 催 日 行程

Ｋｍ

認定 開 催 行 事 名 場所 月例会

担当者

150 平成２７年

4 月 29 日 (祝 ) １３

邊津会長追悼ウオーキング

緑豊かな富戸から、つつじ咲き誇る

小室山ウオーク

伊東市 島根・東海林

杉山・徳田

笹本・飯作

151 ５月９日 (土 )
  １０日 (日 )

１３

１２

第 3 回富士山麓一周ウオーキング

（精進湖民宿村～河口湖）

富士河口

湖町鳴沢村

味岡・清水

笹本

５月１０日 (日 ) ２１ ＳＷＡ第１４回合同ウオーキング 静岡市 掛川歩こう会

152 ６月１４日 (日 ) １３ 景勝西伊豆海岸

愛のスポット恋人岬ウオーク

西伊豆町

伊豆市

飯作・渡辺

笹本

153 ７月１９日 (日 ) １５ 伊豆の踊子

（湯道～天城遊歩道～踊子歩道）

伊豆市 清水・徳田

山本

154 ８月２３日 (日 ) １２ 伊東地区（暑気払い）

       

伊東市 島根・東海林

徳田・堀崎

155 ９月２７日 (日 ) １３ シラス丼ウオーキング 富士市 味岡・飯作

156 10 月 31 日 (土 ) １０ アプトの道と富岡製糸所 安中市 笹本・渡辺

1１月 1 日 (日 ) １３ 富岡市 飯作

11 月 23 日 (月 ) １５ 500
選

ＳＷＡ第１５回合同ウオーキング 伊東市 全員

157 11 月 29 日 (日 ) １４ 第１９回「伊豆の踊り子」ウオーキング

（紅葉の天城、七滝の道）

河津町 清水・徳田

飯作

158 12 月 13 日 (日 ) １４ 第４回「伊豆東浦路」忘年ウオーキング

（白浜～河津）

下田市

河津町

清水・渡辺

味岡

159 平成２８年

１月

１０

２０

３０

○ 第１８回伊豆早春フラワーウオーキング

第１８回下田水仙ツーデーマーチ

下田市

160 平成２８年

２月

１０

２０

３０

○ 第１８回伊豆早春フラワーウオーキング

第１８回河津桜ツーデーマーチ

※ オ ー ル ジ ャ パ ン 認 定

河津町

161 平成２８年

３月  

１０

２０

３０

△ 第１８回伊豆早春フラワーウオーキング

第１７回伊豆松崎なまこ壁と桜の

ツーデーマーチ

松崎町



・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。

☆夏のご予約はお早目に・・・・

☆合宿・サークルなど大人数でのご宿泊歓迎！

  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！！


