
宿泊先

熱海沖に見える初島は静岡県最東端の島。かつて島の上水道は
井戸水を使っていました。しかし、次第に海水が混入するよう
になったため、１９８０年に対岸の網代から海底送水管が敷か
れ、宮川の表流水を浄水して送っています。初島に限らず、熱
海市は慢性的な水不足に悩んできた歴史があり、２０キロ以上
離れた柿田川湧水もパイプで引いています。

ようこそ、ブラアタミの世界へ！
～いざ、源頼朝と出港 in 箱根ジオパーク～

　　 年 1 月の NHK「ブラタモリ」で熱海と小田原が取り上げられ、熱海では伊豆半

島ジオパークの鈴木研究員がタモリさんを案内しました。熱海が一大温泉地となっ

た背景、源泉の迫力、しょっぱい温泉を体感します。午後は箱根ジオパークの真鶴・

湯河原で源頼朝の足跡をたどりながら相模湾クルーズを楽しみます。

・このコースは小田原駅解散となります。バスは三島駅、沼津駅まで行きません。
・ホテルの客室は原則、相部屋となります。
・石階段があるので滑りにくい靴でご参加ください。

注意事項

ツアー行程（予定）

15：30 ～　プラサヴェルデ　出発

16：09　　 沼津駅発　熱海行き

　▼熱海駅まで JR 東海道線（丹那トンネル通過）

16：30 ～　熱海散策

　▼「大規模な温泉街の景観」七湯巡りなど

19：00 ～　地域交流会（宿泊先）

真鶴半島遊覧船城願寺

伊豆山神社走り湯

10/11（火）10/11（火）

8：30 ～　宿泊先出発

　▼伊豆山神社

　▼ホテルニューアカオ

　　ブラタモリの実験を再現

　　昼食

　▼城願寺

　▼しとどの窟

　▼真鶴半島遊覧船

　　海から三ツ石海岸などをご覧いただけます

〒413-0002
静岡県熱海市伊豆山 717-18
TEL: 0557-80-4050

伊豆山温泉 ハートピア熱海

10/12（水）10/12（水）

解散解散
15：30　小田原駅　到着

貫一お宮の像

今



ジオを学ぶ小学生

・ホテルの客室は原則、相部屋となります。
（1班）歩きやすい服装でご参加ください。
（2班）・水着、タオル、ビーチサンダル、飲み物を持参してください。

・ウェットスーツ、ブーツを着用しますので、事前に身長・体重・足 ( 靴 ) のサイズをご連絡ください。
・マスク ( 水中メガネ ) の着用に際し、視力が悪い方は使い捨てのコンタクトをお持ちください。度の入ったマスクもあ
りますが、合わない場合もあります。
・泳ぎが苦手な方や体力に自信のない方でも、ご参加いただけますが、相応の体力は必要となります。当日の健康状態に
は十分ご注意ください。健康状態によってはお受けできないこともございます。
・雨天でも開催は可能ですが、海洋状況が悪い場合は中止することがあります。

宿泊先

　　 オパーク先進市の伊東市で、２班に分かれて行動します。１班では、ジ
オパーク教育に熱心に取り組んでいる富戸小学校の小学生が城ケ崎海岸を案内
して日ごろの成果を披露します。２班はシュノーケリング体験。伊東ジオマリ
ンクラブのインストラクターが多様な生物を育んでいる海中をご案内します。

注意事項

ツアー行程（予定）

15：30 ～　プラサヴェルデ　出発
15：46　　 沼津駅発　熱海行き
　▼JR 伊東駅まで東海道線、伊東線（黒船電車に乗車）
17：00 ～　伊東市街地散策　～東海館、松川沿い～
19：00 ～　地域交流会（宿泊先）

〒414-0027
静岡県伊東市竹の内 1-1-3
TEL: 0557-37-8181

シュノーケリングシュノーケリング

　城ヶ崎海岸東海館

10/11（火）10/11（火）

08：00 ～　宿泊先出発
　▼１班／小学生ガイドツアー
　日頃のジオ学習の成果をお客様に披露します
　▼２班／シュノーケリングツアー
　多様な生物の住む海中をご案内します
　▼富戸コミュニティーセンター
　　小学生、地元住民と一緒に昼食
　▼大室山
　　スコリア丘の地形と山頂からの景観が見どころ

ラヴィエ川良

10/12（水）10/12（水）

解散解散
15：30　三島駅北口　到着
16：00　沼津駅北口　到着

ジ

１９４６年に発表された童謡「みかんの花咲く丘」は海沼実氏
が伊東に向かう車中で作曲したと言われています。伊東市から
伊豆の国市に通ずる亀石峠の山腹にはみかん畑が広がり、天城
産安山岩に刻まれた記念碑が立っています。昨年３月からは伊
東駅、宇佐美駅の発車メロディーにもなっています。



・ホテルの客室は原則、相部屋となります。
・歩きやすい服装でご参加ください。

宿泊先

「伊豆の踊子」の主人公は踊子の旅芸人一行と湯ヶ島から天城
トンネルを抜けて下田に向かいます。今回のツアーは宿泊地の
関係から逆コースになります。しかし、天城峠越えだけはガイ
ドのこだわりから順コースで歩きます。

注意事項

ツアー行程（予定）

15：30 ～　プラサヴェルデ　出発

15：46　　 沼津駅発　熱海行き

　▼黒船電車、貸切ジオトレインに乗車

19：00 ～　地域交流会（宿泊先）

〒413-0411
静岡県賀茂郡東伊豆町稲取1599-1
TEL: 0557-95-2121

イズシカ定食ジオトレイン

　　細野高原　　浄蓮の滝

10/11（火）10/11（火）

6：00 ～　早朝オプショナルツアー

　▼ススキが美しい細野高原を散策

8：30 ～　宿泊先出発

　▼湯ヶ野の宿「福田家」

　▼伊豆の踊子文学碑～天城隧道～寒天橋

　　～二階滝園地

　▼浄蓮の滝

　▼伊豆の佐太郎（昼食）

　　イズシカ料理を堪能していただきます。

　▼道の駅「天城越え」（天城 VC）

稲取東海ホテル湯苑

10/12（水）10/12（水）

解散解散
15：30　三島駅北口　到着

16：00　沼津駅北口　到着

ボンネットバス



・ホテルの客室は原則、相部屋となります。
・歩きやすい服装でご参加下さい。登山靴は必要ありませんが、革靴やハイヒールは不可。

宿泊先

注意事項

ツアー行程（予定）

15：30 ～　プラサヴェルデ　出発

15：46　　 沼津駅発　熱海行き

　▼JR 東海道線、JR 伊東線、伊豆急行線経由

　　黒船電車、貸切ジオトレインに乗車

19：15 ～　地域交流会（宿泊先）

〒415-8512
静岡県下田市白浜 2732-7
TEL: 0558-22-8111

峰温泉大噴湯公園　　わさび丼

　　　爪木崎　　白濱神社

10/11（火）10/11（火）

07：00 ～　早朝オプショナルツアー

　▼伊豆最古の神社　白濱神社参拝

08：30 ～　宿泊先出発

　▼爪木崎　俵磯見学

　▼恵比寿島　千畳敷見学

　▼ペリーロード散策

　　伊豆石で作られた街並み

　▼峰温泉大噴湯公園　

　　地上約 30m湧き上がる自噴泉

　▼七滝観光センター

　　　わさび丼（昼食）・滝の散策

ホテル伊豆急

10/12（水）10/12（水）

解散解散
15：30　三島駅北口　到着

16：00　沼津駅北口　到着

ジオトレイン

幕末の安政大地震 (１８５４年）で、下田の町は津波の直撃を
受けました。そのとき日露和親条約締結のため下田を訪れてい
たプチャーチン提督の乗るディアナ号も大破。ディアナ号は修
理のため、伊豆半島西海岸の戸田港に回航する途中で沈没して
しまいました。急きょ戸田の船大工がヘダ号を建造し、乗組員
は無事に帰国したそうです。攘夷論がさかんな時代の伊豆の
人々の心意気に想像をはせてみてはいかがでしょうか。



宿泊先

シーカヤックを案内する武田仁志さんはシーカヤックで日本を
一周した経験を持っています。その後、「シーカヤックなら伊
豆半島が一番」と移住しました。

注意事項

ツアー行程（予定）

15：30 ～　プラサヴェルデ　出発

15：46　　 沼津駅発　熱海行き

　▼黒船電車、貸切ジオトレインに乗車

19：30 ～　地域交流会（宿泊先）

〒415-0192 
静岡県賀茂郡南伊豆町湊
TEL:0558-62-0535

　　　妻良峠シーカヤック

　弓ヶ浜海岸　あいあい岬

10/11（火）10/11（火）

8：00 ～　宿泊先出発

　▼１班／石丁場ツアー

　　　　　石廊崎クルーズ～海から石廊崎を満喫～

　　　　　巨大石丁場を探検

　▼２班／シーカヤックツアー

　　　　　～海からでしか見ることのできない断崖

　　　　　　をお楽しみください～

　▼石廊館　下賀茂温泉のお風呂とお食事

　▼道の駅「天城越え」（天城 VC）

休暇村南伊豆

10/12（水）10/12（水）

解散解散
15：30　三島駅北口　到着

16：00　沼津駅北口　到着

ジオトレイン

伊豆最南端の秘境で冒険
～巨大石丁場とカヤックの 2コース～

　　 豆半島最南端の秘境を 2 班に分かれて冒険します。１班はか

つて伊豆石を切り出していた石丁場探検。ガイドの案内で、手掘

りで作り出された荘厳な空間に身を置きます。2 班は海底火山の地

層が作り出すダイナミックな風景を楽しむシーカヤックツアー。

海からでしか見ることのできない断崖を見上げます。石丁場、カ

ヤックでそれぞれ被った泥と潮は温泉で流しましょう。宿泊は日

本の渚 100 選に選ばれた弓ヶ浜海岸の絶景の宿をご用意。

伊

・ホテルの客室は原則、相部屋となります。
・１班、２班とも、１２日朝汚れても（ぬれても）いい服装で宿泊先を出発します。
（１班）土や泥水で汚れてもいい服装でご参加ください。
（２班）確実にぬれます。ぬれてもよい服装（動きやすいパンツと化繊の速乾性のあるＴシャツ）、帽子、ぬれてもよ
い靴か、かかとの止まっているスポーツサンダル。ビーチサンダルはご遠慮ください。めがねバンド、日焼け止め、
飲み水（５００ｍｌ程度）もご用意ください。長袖のシャツにウィンドブレーカーがあれば安心です。



・ホテルの客室は原則、相部屋となります。
・トレッキングシューズ（ヒールの有るものは不可）、帽子、雨具（傘）、タオル、飲料水をご持参下さい。
・天候によりクルーズが欠航の場合、コースが変更になることがあります。

宿泊先

クルージングで訪ねる松崎から南伊豆にかけての海はダイビ
ングや磯釣りの絶好のポイント。複雑な海中の地形、潮の流
れが多様な魚を育んでいます。ロープを使って断崖を降りて、
イシダイやブリ、ヒラマサなどの大物を狙っている人が見ら
れるかも。

注意事項

ツアー行程（予定）

15：30 ～　プラサヴェルデ　出発（バス）

　　西海岸のきれいな夕陽をお楽しみいただけます

19：00 ～　地域交流会（宿泊先）

〒410-3624
静岡県賀茂郡松崎町江奈 210-1
TEL: 0558-42-0450

　　　　岩地千貫門と烏帽子山

　　　室岩洞　　なまこ壁

10/11（火）

8：30 ～　宿泊先出発

　▼田子カネサかつお節工場見学

　▼松崎港

　　～ジオサイトクルーズ～

　▼岩地港

　▼室岩洞見学

　▼松崎港

　　昼食・松崎の町歩き

　▼伊豆の国ＶＣ

　　～道の駅いずのへそ～

伊豆まつざき荘

10/12（水）

解散
15：30　三島駅北口　到着

16：00　沼津駅北口　到着

西海岸からの夕陽



・ホテルの客室は原則、相部屋となります。
・トレッキングシューズ（ヒールの有るものは不可）、帽子、雨具（傘）、飲料水をご持参下さい。
・天候により、珪石鉱床に入坑できないなどコースが変更になる場合がございます。

宿泊先

西伊豆町はかつてカツオ漁、珪石採掘でにぎわいました。
2005 年に「夕陽日本一」を宣言するなど、最近は夕日を売り
にした町おこしに取り組んでいます。永遠の若大将こと加山
雄三さんとも縁があり、堂ヶ島にはミュージアム、安良里湾
には光進丸が停泊しています。

注意事項

ツアー行程（予定）

15：30 ～　プラサヴェルデ　出発（バス）

　　西海岸のきれいな夕陽をお楽しみいただけます

19：00 ～　地域交流会（宿泊先）

〒410-3501
静岡県賀茂郡西伊豆町宇久須 2102-1
TEL: 0558-55-1111

船原スコリア　　土肥金山

　　珪石鉱床　　珪石鉱床

10/11（火）10/11（火）

8：00　オリエンテーション  珪石鉱床入坑の注意説明

8：30 ～　宿泊先出発

　▼珪石鉱床見学

　▼黄金崎　西伊豆ＶＣ（こがねすと）

　　～熱水変質によって形成された金色が見どころ～

　▼土肥金山見学

　　かつての坑道の一部が保全・整備され、資料館も

　　併設されている観光鉱山　

　　昼食

　▼船原スコリア見学

西伊豆クリスタルビューホテル

10/12（水）10/12（水）

解散解散
15：30　三島駅北口　到着

16：00　沼津駅北口　到着

西海岸からの夕陽

　　    伊豆町はかつてガラスの原料となる珪石の国内最大の産地
でした。特別の許可を得て、普段は入れない採石場の珪石鉱床を
見学します。さらに火山の熱水変質によって形成された金色に輝
く黄金崎、土肥金山にも寄るキラキラ尽くしのツアーです。

西



・ホテルの客室は原則、相部屋となります。
・トレッキングコース上に水分を補給のできる水場はありません。小雨決行。
・服装 ( 長袖、長ズボン、防寒服）、トレッキングシューズ、雨具（上下別なもの）、帽子、手袋、
   水分（1Ｌ以上）、行動食、タオル、ゴミ袋をご持参下さい。

宿泊先

注意事項

ツアー行程（予定）

15：30 ～　プラサヴェルデ　出発

15：46　　 沼津駅発　熱海行き

　▼JR 東海道線、伊豆箱根鉄道

17：05 ～　ジオリア見学、修善寺散策

19：00 ～　地域交流会（宿泊先）

〒410-2501
静岡県伊豆市下白岩 1434
TEL: 0558-83-2310

　　ブナの森　　ブナの木

　竹林の小径　　独鈷の湯

10/11（火）10/11（火） ホテルワイナリーヒル

10/12（水）10/12（水）

修善寺は鎌倉幕府ゆかりの地です。平治の乱で頼朝は蛭ヶ小島（現
伊豆の国市韮山）に流され、同所の豪族・北条時政の娘政子と出
会います。しかし、北条氏が幕府の実権を握り、頼朝の弟・範頼、
二代将軍頼家が相次いで修善寺に幽閉されました。範頼は自刃、
頼家は殺害され、修善寺は源氏の悲劇の舞台となりました。

解散解散
15：30　三島駅北口　到着

16：00　沼津駅北口　到着

8：15 ～　宿泊先出発　

　▼八丁池口　貸切バス下車

　▼トレッキング　　

　　八丁池口～青スズ台～見晴台

　▼八丁池

　　昼食（イズシカ弁当）

　▼トレッキング

　　上り御幸歩道～コマドリ歩道～ウグイス歩道

　▼八丁池口　貸切バス乗車

　▼天城 VC（昭和の森会館）

　　ジオリア



・ホテルの客室は原則、相部屋となります。
・歩きやすい服装、靴でご参加ください。タオルをご持参ください。

宿泊先

韮山反射炉の生みの親である江川坦庵（たんなん）は才覚あふ
れる人だったようで、１８４２年４月１２日に日本で初めてパ
ンを焼きました。軍の携帯食として試作したもので、現在のパ
ンと比べようのないほど堅いパンでした。４月１２日はパン食
普及協会によって「パンの記念日」に制定されています。

注意事項

ツアー行程（予定）

15：30 ～　プラサヴェルデ　出発（バス）

　▼沼津港散策

　　　大型水門「びゅうお」や周辺の散策

19：00 ～　地域交流会（宿泊先）

〒410-2211
静岡県伊豆の国市長岡 431-1
TEL: 055-947-1919

　　　南火道　　　　神池

　千鳥観光汽船（クルーズ船）　　びゅうお

10/11（火）10/11（火）

8：00 ～　宿泊先出発

　▼大瀬崎

　　クルーズ

　　～砂嘴・神池・大瀬神社～

　▼道の駅「くるら戸田」（沼津 VC）

　　～深海魚体験撮影会～

　　昼食　深海魚定食をお召し上がりいただきます

　▼だるま山高原レストハウス

　　絶景ポイント！

　▼韮山反射炉

　　世界文化遺産に登録された反射炉を

　　ご覧いただけます

ホテル天坊

10/12（水）10/12（水）

解散解散
15：30　三島駅北口　到着

16：00　沼津駅北口　到着

　韮山反射炉



・ホテルの客室は原則、相部屋となります。
・ノルディックウォーキング用に履きなれた靴、歩きやすい服装、タオル、飲み物を用意してご参加ください。
・雨天に備えてカッパをご持参ください。

宿泊先

丹那盆地の下を東海道線と新幹線の 2 本のトンネルが貫通し
ています。1918 年に着工した丹那トンネルは完成までに 16
年を要した難工事でした。吉村昭著の「闇を裂く道」を読ん
でおくと、ツアーもひと味違ったものになるかも。

注意事項

ツアー行程（予定）

15：30 ～　プラサヴェルデ　出発（バス）
　▼三島市内散策
　　～楽寿園・源兵衛川・三嶋大社～
　▼かんなみ仏の里美術館
19：00 ～　地域交流会（宿泊先）

〒410-2132
静岡県伊豆の国市古谷 655
TEL: 055-979-7000

　柏谷横穴群火雷神社

ノルディックウォーキング　　源兵衛川

10/11（火）10/11（火）

8：15 ～　宿泊先出発

　▼西丹那駐車場

　　天気のよい日には南アルプスや丹沢山地、

　　富士山や愛鷹山も遠望できます。

　▼丹那断層公園

　　北伊豆地震によって生じた断層のずれが見所

　　ノルディックウォーキング～長光寺経由～

　▼酪農王国オラッチェ（昼食）

　▼火雷神社

　▼柏谷横穴群

伊豆畑毛温泉　大仙家

10/12（水）10/12（水）

解散解散
15：30　三島駅北口　到着

16：00　沼津駅北口　到着

酪農王国オラッチェ



・このコースは小田原駅解散となります。バスは三島駅、沼津駅まで行きません。 
・ホテルの客室は原則、相部屋となります。
・歩きやすい服装でご参加ください。
・火山ガスの影響により、次の方は生命に関わりますので参加をご遠慮ください。
　　アレルギー性ぜん息の方、気管支疾患の方、呼吸器（肺）疾患の方、心臓疾患の方、
　　心臓ペースメーカーを装着している方、体調不良の方
　　また、高感受性の方（妊娠中の方）やアレルギー体質などをお持ちの方、高齢の方はごく微量でも
　　ぜん息の発作などを起こす可能性がありますので、参加を決める際には充分ご検討ください。 

宿泊先

富士箱根伊豆国立公園は１都３県にまたがっており、環境省は箱
根自然環境事務所の下、伊豆諸島（大島）、富士五湖（富士吉田市）、
沼津、下田の４カ所に自然保護官を配置しています。公園内のジ
オパークは箱根、大島、伊豆半島の３つ。１つの国立公園に３つ
のジオパークがあるのは全国でもここだけです。

注意事項

ツアー行程（予定）

15：30 ～　プラサヴェルデ　出発（バス）

　▼柿田川公園

　　富士山水系で最大の湧水

19：00 ～　地域交流会（宿泊先）

〒411-0903
静岡県駿東郡清水町堂庭 262
TEL: 055-976-7878

箱根ジオミュージアム箱根ロープウェイ

新しい火口と噴気孔大涌谷（冠ヶ岳）

10/11（火）10/11（火）

7：45 ～　宿泊先出発

　▼鮎壺の滝・割狐塚稲荷神社

　富士山噴火の溶岩の断面と溶岩塚

　▼大観山・三国峠（車窓）

　▼箱根ビジターセンター

　▼芦ノ湖キャンプ村

　　昼食

　▼桃源台駅～大涌谷駅　箱根ロープウェイ

　▼箱根ジオミュージアム、大涌谷散策

　▼大涌谷駅～早雲山駅　箱根ロープウェイ

ホテルエルムリージェンシー

10/12（水）10/12（水）

解散解散
15：30　小田原駅　到着

割狐塚稲荷神社


