
12 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) 

参加費 概要 

1 ★太古の痕跡を探る 伊豆半島ジオガイド協会 

0558-74-5423 

要予約(1 週間前締

切、最少 2 人) 

2000 円、小中

学生 1000 円 

13:00～15:30。火山灰、軽石が堆積した美しいしま模様が見

られる堂ヶ島を散策 

1、8、22 ★大室山ぐるっとツアー 伊豆半島ジオガイド協会 

0558-74-5423、ジオテラス 

0557-52-6100 

予約不要 1000 円(小学生

以下無料)別途

リフト代 

土曜午後開催。ジオガイドの案内で 1 時間かけてのお鉢め

ぐり。大室山や周辺の火山、地形、植生の説明など 

1、8、14、22 ★浄蓮の滝七不思議ツ

アー 

伊豆半島ジオガイド協会 

0558-74-5423 

予約不要 500 円 土曜午前開催。浄蓮の滝の成因、わさび沢、伝説、天城越

えなど滝にまつわる七不思議をガイドが案内 

1、8、15、22、29 ★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

分間のクルージング 

1、2、8、9、15、16、

22、23、29、30 

★堂ヶ島ジオめぐり 堂ヶ島マリン 0558-52-0013 予約不要 1200 円、子ども

600 円 

世界認定記念の新規コース。ジオガイドの案内で遊覧船で

天窓洞などを回る 

2 ★世界認定記念シンポ

ジウム 

伊豆半島ジオパーク推進協議

会 0558-72-0520 

事前申込(定員 400

人) 

無料 13:30～16:30。平野啓子さんによる伊豆文学の朗読、スペイ

ンのパブロ氏による講演。トークセッションも 

2 ★伊豆の国市ジオツア

ー 

伊豆の国市観光課 055-948-

1480 

要予約(小学生以上) 無料 8:30 時代劇場発。ジオリア、白鳥山、大仁温泉源泉、水晶山

などをめぐるバスツアー 

2、9、16、23、30 ★キラキラ金山ジオガイ

ドツアー 

伊豆半島ジオガイド協会 

0558-74-5423、土肥金山 

0558-98-0800 

予約不要(最少 2

人、先着 10 人程度) 

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 

5、12、19 ★水曜日の伊豆ジオ 伊豆半島ジオパーク推進協議

会 0558-72-0520 

予約不要 無料 ジオリアで 15:00～16:30。ジオパークのホットなトピックを共

有。初回はユネスコ国際会議の報告会 

8 ★ジオツアー in 滑沢渓

谷 

伊豆半島ジオガイド協会 

0558-74-5423 

要予約(1 週間前締

切、最少 2 人) 

1000 円、小中

学生 500 円 

天城ビジターセンター発着、13:00～15:00。溶岩の造形であ

る渓谷、県天然記念物・太郎杉などをめぐる 

8 ★函南エリアジオツアー 伊豆半島ジオガイド協会函南

三島エリア 090-4269-4719(大

坂) 

要予約(12/6 締切、

最少 2 人) 

1000 円、小中

学生 500 円 

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

めぐる 

8 ★矢筈山ツアー 伊豆高原ジオパーク研究会 

090-6098-2177(花房) 

要予約(12/1 締切) 2000 円、小中

学生 1000 円 

鹿路庭峠発着。巨岩空間、富士山ビューポイントをたどりな

がらの登山。健脚向け 



9 ★三島エリアジオツアー 伊豆半島ジオガイド協会函南

三島エリア 090-4269-4719(大

坂) 

要予約(12/7 締切、

最少 2 人) 

1000 円、小中

学生 500 円 

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

を歩いてめぐる 

15 ★伊東線 80 回目の誕

生日に宇佐美から伊東

へ傘寿ウォーク 

伊東自然歴史案内人会 0557-

37-3550 

予約不要 500 円 伊東線 80 周年の日に宇佐美駅から伊東駅まで、解説、クイ

ズ付きで歩く 

16 ★大室山の溶岩流の造

形を探る 

伊豆半島ジオガイド協会 

0558-74-5423 

要予約(1 週間前締

切、最少 2 人) 

1500 円、小中

学生 750 円 

伊豆高原駅発着、10:00～12:00。対島の滝、大淀小淀、橋立

などの見どころを回る 

16 ★南伊豆ジオツアー・子

浦 

南伊豆ジオガイドの会 0558-

62-0141(南伊豆町観光協会) 

要予約(12/13 締切、

最少 4 人) 

2000 円 10:00～12:00。妻良湾の眺望を楽しみながら江戸時代に風

待ち港として栄えた歴史をたどる 

20～1/31 ★爪木崎ジオガイドツア

ー 

下田市観光協会 0558-22-

1531 

要予約(前日締切、ガ

イド手配できないとき

は不催行) 

1000 円(小学生

未満無料) 

水仙まつりに合わせ、柱状節理の見られる爪木崎、水仙園

などをジオガイドが案内 

22～24 ★南伊豆ジオツアー 南伊豆臨海学園 0558-67-

0255 

要予約(定員 30 人、

小中学生と車で参加

可能な方) 

12000 円、小学

生 10000 円 

南伊豆のジオ解説、田牛でのサンドスキー体験、ハイキング

など。臨海学園で 2 泊 3 日 

22 ★入間の千畳敷ツアー 伊豆半島ジオガイド協会 

0558-74-5423 

要予約(1 週間前締

切、最少 2 人) 

2500 円、小中

学生 1250 円 

10:00～13:00。入間漁港から伊豆半島屈指の秘境、千畳敷

を往復。健脚向け 

23 ★ジオ市民大学講座「天

城の水は南から北へ」 

NPO 法人 IBA 未来塾 090-

1291-4638 

要予約(定員 45 人) 1000 円、小中

学生無料 

10:00～12:00。狩野川などにまつわる小柳津篤、籾倉紀久両

博士の講義を聴講 

※ ツアーは荒天で中止・延期になったり、変更されることがあります。詳細は主催者にお問い合わせください。                         以上 


