5 月のジオ関連イベント／世界認定記念イベント
開催日

イベント名

主催(問い合わせ先)

予約(締切、最少催

参加費

概要

行人員)
4/29、

キッチン火山実験、地元

5/3

のおすすめマップづくり

ジオガイド協会東海岸エリア

予約不要

無料 身近な材料を使った火山実験の実演。スーパーナガヤ鎌田

店(伊東市)。10:00～12:00

(伊東編)
4/30

3

3、5

3～6

地元のおすすめマップづ

伊豆半島ジオパーク推進協議会

くり(下田、南伊豆編)

0558-72-0520

地元のおすすめマップづ

推進協、ジオガイド協会西海岸エ

くり(松崎編)

リア

みんなで当てよう～ジオ

伊豆半島ジオパーク推進協議会

石当てクイズ

0558-72-0520

★朝焼けの富士を眺め

エスパルスドリームフェリー 054-

るモーニングクルーズ

353-2262

予約不要

無料 参加者に地元のおすすめの場所、食べものを挙げてもらって

マップを作る。マックスバリュ下田店。10:00～14:00
予約不要

無料 参加者に地元のおすすめの場所、食べものを挙げてもらって

マップを作る。マックスバリュ松崎店。10:00～14:00
予約不要

無料 石当てクイズなどを通じて伊豆半島の多様性を学ぶ。伊豆ゲ

ートウェイ函南。9:00～16:00
定員 30 人

2000 円(小学生 1000 4:50 土肥屋形桟橋出港。ジオガイドの案内で朝焼けの富士山を眺
円)、土肥温泉宿泊者

める 40 分間のクルーズ

500 円
3～6

★恋人岬やジオスポット

エスパルスドリームフェリー 054-

を海から眺めるデイクル

353-2262

定員 30 人

円)、土肥温泉宿泊者

ーズ
4

★ジオ生け花を楽しむ

2000 円(小学生 1000 11:00 土肥屋形桟橋出港。ジオガイドの案内で海からジオ解説を聞
きながらのクルーズ

500 円
三島古流ジオ生け花を楽しむ会

予約不要

無料 丹那断層を生け花で表現。希望者に配置から生け込みまで

体験してもらう。ジオリア。10:30～11:30
4

地元のおすすめマップづ

伊豆半島ジオパーク推進協議会

くり(中伊豆編)、キッチン

0558-72-0520

予約不要

マップを作る。火山実験の実演も。アピタ大仁店。10:00～
16:00

火山実験
4

5

無料 参加者に地元のおすすめの場所、食べものを挙げてもらって

地元のおすすめマップづ

伊豆半島ジオパーク推進協議会

予約不要

くり(熱海編)

0558-72-0520

★大室山火口で石当て

ジオテラス 0557-52-6100

予約不要

★天城の瞳 八丁池トレ

天城自然ガイドクラブ 0558-85-

要予約(開催日 5

ッキングガイドツアー

1110(昭和の森会館)

日前締切、定員 20

無料 参加者に地元のおすすめの場所、食べものを挙げてもらって

マップを作る。マックスバリュ熱海店。10:00～17:00
1000 円(子ども 600 円) こどもの日イベント。いろいろな石を並べて大室山の石と比べる

クイズ
5

人、最少 5 人)

2,000 円(別途バス代) 9:00 昭和の森会館集合。石楠花まつりに合わせ、ブナ林と八丁池
をめぐる行程 5.6km のツアー

5、12、

★堂ヶ島ジオクルーズ

堂ヶ島マリン 0558-52-0013

予約不要

1900 円、子ども 1100 円 海底火山の名残である堂ヶ島海岸をジオガイドの解説で 50 分間の

19、26

クルージング

6、13、

★キラキラ金山ジオガイ

伊豆半島ジオガイド協会西海岸

予約不要(最少 2

20、27

ドツアー

エリア 090-7615-7995(渡辺)土

人、先着 10 人程

肥金山 0558-98-0800

度)

中伊豆ジオガイド 090-5867-

要予約(最少 3 人)

6、20

★大仁温泉ジオ散歩

を説明。売店、食堂 1 割引の特典付き

参加費 3000 円（昼食代 8:30 大仁駅発。水晶山・大仁橋ジオサイトなど狩野川流域ジ
込） オ風景を鑑賞

6417(室伏)
11

1300 円、小学生 650 円 土肥金山の坑道内をジオガイドが案内。金鉱脈のでき方、場所など

★「やすらぎの郷」ロケ地

伊東自然歴史案内人会 0557-

要予約(5/5 締切、

川奈ホテルでモーニング

37-3550

最少 10 人)

伊豆半島ジオガイド協会函南三

要予約(5/10 締切、

島エリア 090-4269-4719

最少 2 人)

伊豆半島ジオガイド協会函南三

要予約(5/10 締切、

島エリア 090-4269-4719(大坂)

最少 2 人)

★伊豆半島で最も古い

東海バストラベル伊東旅行センタ

要予約(5/8 締切、

2,000 年前の仁科層群

ー 0557-36-0415

最少 20 人)

★巣雲山のバームクー

伊東自然歴史案内人会 0557-

予約不要

ヘンを味わう

37-3550

★身近で新たな発見を

ジオテラス 0557-52-6100

予約不要

JR 東海、三島市

予約不要

1000 円(ケーキセット込) 川奈駅から川奈ホテルまでウーキング。小室山の溶岩の上に造ら
れたゴルフ場を見ながらのモーニングティー

ティーを
12

13

14

20

20

★函南エリアジオツアー

★三島エリアジオツアー

大人 1000 円(小中学生 丹那断層が造った丹那盆地の歴史と人々の暮らしを歩いてめぐ
500 円) る。4km、2 時間半
1000 円(小中学生 500 三島まで流れ着いた富士山の溶岩と湧水を楽寿園と周辺を歩いて
円)、別途楽寿園入園料

めぐる

3980 円 ジオガイドの案内で、一色枕状溶岩・浮島海岸をめぐるバスツア
ー。伊東駅発着
500 円(小中学生 300 スコリアが降り積もって出来た巣雲山の内部を間近に観察する。山
円) 頂からは 360 度の素晴らしい景観
1000 円(子ども 600 円) 伊豆高原駅発着。見事な柱状節理が見られる橋立海岸を散策

～溶岩と海の境を歩く城
ヶ崎海岸橋立
26

さわやかウォーキング

無料 ジオサイトである源兵衛川、三嶋大社、白滝公園、楽寿園な

どを巡るウォーキングイベント。三島駅発着、8:30-15:30

「みしま花のまちフェアと
新緑のせせらぎを堪能」
随時

★宇佐美ナコウ山石丁

伊東自然歴史案内人会 0557-

要予約(開催日 5

場跡を訪ねる

37-3550

日前締切、最少 10

500 円(小中学生 300 国史跡・江戸城石垣石丁場の一つ、ナコウ山を訪問。羽柴越中守
円) の刻印のある石など歴史に思いをはせる

人)
随時

★狩野城ミニツアー

狩野城ガイドクラブ 090-3856-

要予約(前日まで

1661(鈴木)

に)

500 円(高校生以下無

中世の山城跡をガイドと一緒に歩く。山城の仕掛けを見ながらジオ

料) との関連を考える

以上

