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１６２回
伊豆西海岸

伊豆歩倶楽部

４月例会

土肥歴史探訪ウオーキング

１２Ｋｍ

今回のコースは、最初に向かうのが丸山城跡で北条氏に属した土肥・高谷城主富永氏の
出城で西に対する沿岸防備の一翼を担った水軍基地でした。この城跡から海岸に沿って進む
と国道１３６号に突き当たり、海岸線の風景を楽しみながら歩くと伊豆最古の手掘り金鉱
がんつき
「龕附天正金鑛」に到着、この施設を見学〔入館料６００円〕します。マシンガントークの
案内のおじさんの語り口が大変好評とのことです。
土肥海水浴場の歩道を進と世界一の花時計のある松原公園に到着し昼食となります。
昼食後、清雲寺に向かい本堂に飾られた浮世絵師歌川国秀作の日蓮上人の一代記を描いた
畳一畳ほどの板絵９０枚を見学して海岸線に戻り美しい夕日は見ることは出来ませんが
水平線の先の駿河湾対岸の市街や南アルプスが望めます。
伊豆西海岸の美しい海岸線と土肥の歴史に触れる楽しいコースです。
【開催日時】
【集合場所】
【集合時間】
【交通機関】
【出発式】
【スタート】
【コース】

【ゴール予定】
【問合せ】

２０１６年４月１７日（日）
丸山スポーツ公園駐車場（伊豆市土肥）
９時４５分
「バス」修善寺駅発 ８時３５分→→→ 土肥丸山公園着
※各自確認をお願いします。
９時５０分〔挨拶・コース説明・準備体操・檄〕
１０時

９時３５分

１２Ｋｍ
丸山スポーツ公園駐車場（スタート）➡ 丸山城跡 ➡ 八木沢西浜 ➡
がんつき
国道１３６号（土肥サンセットブリッジ） ➡ 土肥港 ➡ 龕附天正金鑛
➡ 松原公園（昼食）➡ 清雲寺 ➡ 旅人岬 ➡ 菜の花舞台 ➡
栄源寺 ➡ 旅人岬（ゴール）
※丸山城跡は階段となっていますので、ストックを持参すると楽に登れると思います。
※ゴールから乗用車でドライバーを丸山公園スポーツ公園駐車場へ
送ります。
１５時３０分
〒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１６３回
伊豆の踊子

伊豆歩倶楽部

５月例会

別れの波止場ウオーク（湯ヶ島・福田家～小鍋峠～下田みなと）

２０Ｋｍ／１５Km／１１Km
旧下田街道は、三島大社の大鳥居を起点に大仁、湯ヶ島を通り天城峠を越えて梨本、
さらに小鍋峠を越えて箕作、河内を経て下田に通じる十七里十四町余（約７０Km）の道
です。
今回は踊子の宿「福田家」に隣接する伊豆の文学碑広場で出発式を行い、旧下田街道の
小鍋峠古道全長 4,1Km（河津側 1,5Km 下田側 2,6Km）を越えます。峠付近（海抜 290m）
には、江戸時代に建立された道標、石仏、石塔など点在しています。里山と伊豆縦貫自動車
道の工事が進んでいる稲梓地区、開国当時の悲劇のヒロイン唐人お吉が身を投げたとされる
「お吉が淵」、知られていない下田の伊豆の踊子の宿「甲州屋」、踊子と青年の別れの汽船のり
場跡までの変化に富んだコースです。
尚、２０Km コースは下田みなと（別れの汽船のり場跡）、１５Km コースは伊豆急蓮台寺
駅、１１Km コースは伊豆急稲梓駅がゴールとなります。３コースありますので お好きな
コースを選べます。たくさんの方の参加を待っています。

【開催日時】
【集合場所】
【集合時間】
【交通機関】

【参加費】

２０１６年５月１５日（日）
河津町湯ヶ野福田家に隣接する伊豆の踊子文学碑
９時１５分
・東海バス 伊豆急河津駅【修善寺行き】～湯ヶ野下車（運賃 350 円）
伊豆急河津駅発 8 時４０分～湯ヶ島着 8 時５４分
〔伊豆急下田駅発 8 時１７分～伊豆急河津駅着 8 時３２分〕
〔JR 熱海駅発 7 時２３分 JR 伊東駅発 7 時４６分
伊豆急河津駅着 8 時３２分〕
※時刻は各自確認をお願いします。
伊豆歩倶楽部会員 無料
一般参加者
500 円（マップ、保険代等）

【コース】

２０Ｋｍ・１５Km・１１Kｍ
伊豆の踊子文学碑広場（スタート）➡ 小鍋口 ➡ 小鍋峠 ➡
あずさの家➡ 上原美術館（昼食） ➡ 伊豆急稲梓駅（１１Km コース
ゴール） ➡ お吉が淵 ➡ 伊豆急蓮台寺駅（１５Km コースゴール）
➡ 反射炉 ➡ 伊豆の踊子の宿「甲州屋」 ➡ 別れの汽船のり場跡
※小鍋峠は山道です。ストックステッキ、手袋があると安全です。

【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

■静岡県ウオーキング協会
県都

第１６回合同ウオーキング

静岡よいとこどり歩き

清水駅から県都静岡市の旧東海道の一里塚や記念碑、鉄舟寺、本能寺、家康公ゆかりの
史跡など名所旧跡を巡り駿府公園へゴールするコースです。
ウオーキングの仲間と一緒に楽しく歩きませんか？ 友人・ご家族で誘い合って参加しま
しょう！
（お一人での参加も歓迎します。） 多くの皆様の参加を心からお待ちしています。
【開催日時】
【集合場所】
【集合受付時間】
【参加費】

２０１６年５月８日（日） 雨天決行
JR 清水駅 東口広場
午前９時～９時３０分まで
開会式 ９時４０分～
一般参加者 ５００円（傷害保険代、地図代など含む）
中学生以下 無料
※静岡県ウオーキング協会加盟団体の会員は無料
【参加申込み】
当日集合場所で申込む 事前申込みは不要
【主催】
静岡県ウオーキング協会
【後援】
日本ウオーキング協会 朝日新聞社静岡総局
【認定大会】
日本市民スポーツ連盟
美しい日本のあるきたくなるみち 500 選【No.22-4】
【コース】
＊２２Km コース
JR 清水駅 東口広場（出発式） ➡ 本能寺（休憩） ➡ 学習交流館
（昼食・見学・WC） ➡ 鉄舟寺 ➡ 静鉄 草薙駅（休憩・WC）➡
静鉄 柚木駅 ➡ 静鉄 日吉駅 ➡ 駿府公園（ゴール）
＊１５Km コース
２２Km コースと一緒に歩き静鉄草薙駅をゴールとする。
【歩行形態】
団体歩行 トップ・ミドル・アンカーは担当役員を配置します。
【ゴール予定時間】 １５時３０分頃
【問合せ】
静岡県ウオーキング協会 事務局 大嶽信久
TEL：０９０－４１６２－４８２５

事務局便り
◆伊豆歩倶楽部運営基金
運駅基金募集につきましては、多くの会員のご理解を頂きましてありがとうございます。
基金にご協力していただきました会員の方々を報告させていただきます。
【平成２８年３月２５日現在】
会員番号 氏
名
口 数
会員番号 氏
名
口 数
No.3
飯田 千加夫
２
No.305
渡辺 益江
３
No.403
菊池 仁代
３
No.501
社本 真一
２
No.504
中田 久義
１０
匿名 ３名
３
※運営基金募集につきましては、たくさんの会員に協力をしていただきまして
ありがとうございました。３０名の方より９４口の基金をいただきました。
３月３１日をもちまして募集を終了させていただきます。
ご協力ありがとうございました。
※ ３月２５日以降に No.207 味岡照介さんから１０口の基金ご協力をいただきました。

◆「邊津芳次さんを偲ぶ会」より寄付金をいただきました
早いもので、邊津芳次前会長が平成２７年３月４日逝去されて一年が過ぎました。月例会の
時は邊津会長の「伊豆歩晴れ」、「雨も自然」の言葉を・・・、花が好きでいつも静かに歩いて
いる姿を思い出されます。
平成２７年６月４日に東京において朝日新聞社、伊豆歩倶楽部の有志による「邊津芳次さんを
偲ぶ会」がたくさんの参加者によって行われました。
一周忌の法要もすぎました。世話人から会費の残金を邊津さんが愛した伊豆歩倶楽部に使って
いただきたいという話があり、役員で相談して寄付金をいただきました。
伊豆歩倶楽部の運営、活動に有効に利用いたします。

◆平成２８年度

伊豆歩倶楽部総会

会員の皆様は、万障お繰り合わせの上 ご出席をお願いします。
【開催日】
平成２８年４月２３日（土）
【開催時間】
午後３時～４時３０分
【開催場所】
道の駅「開国下田みなと」４階会議室
【主な内容】
１）事業報告 ２）決算報告 ３）事業報告及び収支予算〔案〕
４）会則の一部改正〔案〕 ５）その他

総会終了後、午後５時より「なかがわ」にて懇親会を予定しております。
多数の参加をお待ち申し上げます。
〔懇親会のみ参加の方も大歓迎いたします。
〕
【会費】 男性 5,000 円 女性 4,000 円

◆新入会員紹介
No.1201 佐藤 享
（松崎町）
☆よろしくお願いします。

・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。
☆ＧＷ・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
http://www.e-urvan.com

０５５８－２３－２６３５
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！！

