6 月のジオ関連イベント(★はシール対象イベント)
開催日

イベント名

主催(問い合わせ先)

予約(締切、最少催行人員)

2

★城ヶ崎海岸 4000

伊豆高原ジオパーク研究会

要予約(5/23 締切)

年の歴史を探る

090-6098-2177(花房)

2、9、

★堂ヶ島ジオクルー

堂ヶ島マリン 0558-52-0013

16、23、

ズ

参加費

概要

大人 2000 円(小中学生 城ヶ崎海岸の特徴が凝縮した四季の花公園（旧・海洋公園）から
1000 円)、別途バス代

予約不要

いがいが根に至る海岸線を探訪

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
のクルージング

30
3

★世界認定記念！南

南伊豆町観光協会 0558-62-

定員 40 人。南伊豆町民の

伊豆ジオツアー

0141

同行者は参加可能。要予

無料 9:00 道の駅湯の花集合。バスで石廊崎、あいあい岬、子浦日和
山をめぐる

約(5/31 締切)
3

★もう一つの下田街

伊東自然歴史案内人会

予約不要

道東浦路を歩く

0557-37-3550

3、10、

★キラキラ金山ジオ

伊豆半島ジオガイド協会西海

予約不要(最少 2 人、先着

17、24

ガイドツアー

岸エリア 090-7615-7995(渡

10 人程度)

500 円(小中学生 300 8:30 伊豆急大川駅集合。バクチノキ、河津三郎血塚など歴史の
円) 香が漂う古道を歩く。伊豆高原駅解散
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
どを説明。売店、食堂 1 割引の特典付き

辺)土肥金山 0558-98-0800

4

★ジオガイドと巡る初

ATAMI ジオネットワーク

島

080-1557-5659(石川)

定員 15 人、要予約

1000 円(小学生以下無

9:45 熱海港券売所集合。ジオガイドが初島を案内。12:00 初島で

料)、別途乗船料、灯台

開催

入場料
9

10

★函南エリアジオツ

伊豆半島ジオガイド協会函南

要予約(6/7 締切、最少 2

アー

三島エリア 090-4269-4719

人)

★三島エリアジオツ

伊豆半島ジオガイド協会函南

要予約(6/8 締切、最少 2

アー

三島エリア 090-4269-

人)

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
円)、別途楽寿園入園料

てめぐる

4719(大坂)
13

★熱海で楽しむジオ

ATAMI ジオネットワーク

の魅力

080-1557-5659(石川)

16、24、

★世界認定記念・伊

伊豆バス旅行部 0558-43-

7/16

豆 Geo 旅

2015

定員 50 人

無料 13:30～15:30、熱海市中央公民館。世界認定に関して推進協研究
員が、熱海のジオの魅力をジオガイドが講演

最少 30 人

3900 円 下田駅発着。ジオガイドの案内で堂ヶ島、松崎をめぐるバスツア
ー

開催日

イベント名

主催(問い合わせ先)

予約(締切、最少催行人員)

17

★徳川三代将軍家光

伊東自然歴史案内人会

予約不要

の御座船「安宅丸」の

0557-37-3550

参加費

概要

500 円(小中学生 300 御座船「安宅丸」は伊東で建造されたといわれています。御座船
円) の謎解きウォーキング

謎に迫る
17、30

★世界認定記念・城

伊豆半島ジオガイド協会東海

要予約(催行日の 5 日前

大人 1000 円(小中学生 9:00 門脇駐車場発。ジオガイドの案内で吊り橋から門脇灯台、ま

ケ崎海岸で 4000 年

岸エリア 0558-74-5423

締切)

500 円) えかど海岸を散策。行程 1.8km

★貸切バスによる伊

まめたいかい？0558-62-

要予約(定員 20 人、最少

7500 円 南伊豆の伊豆 88 霊場(常石寺、普照寺、海蔵寺など)をジオガイ

豆半島 88 霊場巡り

1808(島田)

10 人)

マナビスト連絡会 055-983-

予約不要

前の溶岩を探る
19

ドの案内でめぐるバスツアー。

～南伊豆編
23、 24

★マナビストフェア

0881
24

無料 静岡県地学学会東部支部長の増島淳先生の講演とミニツアー。
三島市民生涯学習センター

★「天城越え」ジオツ

県伊豆観光局。申込先は伊

要予約(定員 20 人、6/22

アー

豆半島ジオガイド協会

締切)

500 円 NHK ブラタモリで放映された天城越えの足跡をジオガイドの案内
でたどるモニターツアー。天城会館発着

FAX0558-74-5423
26

30

★海底火山の根であ

東海バストラベル伊東旅行セ

要予約(6/18 締切、定員

った柱状節理を見る

ンター 0557-36-0415

40 人、最少 20 人)

★減災から防災社会

読売新聞静岡支局 054-

定員 250 人

へ～静大・読売新聞

252-0171

4500 円 伊東駅発着。ジオガイドの案内で南伊豆の入間、中木、石廊崎を
めぐるバスツアー
無料 岩田孝仁静岡大教授が防災に強い社会づくりについて講演。「あ
ざれあ」で 14:00～16:00

市民講座
6 月の

★ジオの恵み伊東の

伊東自然歴史案内人会

要予約(開催日 3 日前締

金土日

温泉文化を満喫

0557-37-3550

切)、定員 10 人

随時

★宇佐美ナコウ山石

伊東自然歴史案内人会

要予約(開催日 5 日前締

丁場跡を訪ねる

0557-37-3550

切、最少 10 人)

650 円(小中学生 350 13:30 伊東駅前発。東海館までウエルカムスイーツとして発展した
円) 和菓子を堪能し、東海館を見学
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

以上

