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【2月定サイのお知らせ】 

2月定サイ（餃子ラン）担当の 1年上杉です。 

 

2月定サイでは鹿沼駅〜古賀志山〜宇都宮駅に向かいます。 

山登ってお腹空かせて餃子をもりもり食べたいな〜と思っていますが、当日凍結していた

場合は別ルートにします。 

 

日時：2月 22日（土） 10:00 鹿沼駅集合 

16:00頃 宇都宮駅 解散予定 

 

鹿沼駅～古賀志山〜宇都宮駅 24km 

https://latlonglab.yahoo.co.jp/route/watch?id=5520a1fcbb21ce26ba667b8184e5b0d2  

 

【見どころ紹介】 

・ジャパンカップのコース（古賀志山） 

・大谷資料館 

・宇都宮城本丸跡 

・宇都宮周辺の餃子       

 

まだ下見に行ってないので、これから細かい変更はあるかもしれませんが、概ねこんな感じ

のコースになります。 

 

参加表明は以下のフォームからお願いします。 

期限は 2月 18日（火）です。 

 

https://docs.google.com/forms/d/1dl54XLh1-78zK-wjJLgZb-

DlbrwhvlBT48JMDfoMzwI/edit 

 

皆様の参加をお待ちしております！ 

 

 

 



12 月定サイ報告 

１年 蓮沼 

 12 月 8 日(日)に執行代が変わって初めてとなる定サイ、12 月定サイを行いました。そ

れについての報告を行います。 

１．概要  

●日時 

 12 月 8 日(日) 

 10:00 小田原駅集合 16:00 鎌倉駅解散(予定) 

●ルート 

小田原～江の島～鎌倉 41.9km 

ルートラボ ↓ 

 

https://latlonglab.yahoo.co.jp/route/watch?id=335fee24003f157180dca5ce575c673b 

●参加者 

寒い中、以下の方々が参加してくださりました。ありがとうございました。 

１年 蓮沼、林、小野、一野瀬、竹内、大越、波多野、仲原 

２年 青木、谷岡、加賀、武縄、富田 

３年 泉田 

４年 永岩、木村、山田 

（敬称略） 

https://latlonglab.yahoo.co.jp/route/watch?id=335fee24003f157180dca5ce575c673b


 

 

２．当日の流れ  

４：３０ 家出発 

集合地の小田原駅まで自走を決めていた僕は担当者

として遅刻できないこともあって余裕をもって家を出

ました。自走の道のりは面倒くさかったのでグーグル

の思し召しに従って進んでいったところ、明らかに無

駄な上り下りを何回かやらされてすっかり元気になっ

てしまいました。 

8 時 20 分頃で小田原まで残り 25km 程度、集合 30

分前には確実に小田原に着けるな～、と思っていると

我が代のゴリラ編集長、小野から一通の LINE が。 

 「すまん、絶起した」 

……なるほど。来る気はあるそうなので、とりあえずどっかで班に合流してもらうこ

とに。これはちょっと班員を動かさないとなあと考えながら 1 時間程走り、無事に小田

原に到着。 

９：２０ 小田原駅着 

駅に着いてうろうろしていると先輩方と合流。とりあえず広い場所で全員が集まるの

を待っていると、今度は林から LINE が。 

「今起きた」 

……なんなん貴様ら？まさかの執行代２名、しかも下見に行った人間の 2/3 が遅刻。

とりあえず状況を先輩方に説明して、班編成を調整して出発します。 

１０：３０ 小田原出発 

  僕たちの班はとりあえず神奈川県立大磯城山公園という場所を目指します(ちなみにそ

こに行きたそうにしてたのは班の中で僕一人だけでした)。行ってみると、12 月なのに

もかかわらず紅葉がまだ美しく、紅葉ランの分も回収できて来てよかったなあと思いま

した(僕は)。 

↑日の出と川と自転車と 



 

 

  その後は永岩さんのオススメのチョコ

レートのお店へ行き、チョコソフトをい

ただきました。永岩さんがお店の中で

「あ、ここ銀座で行ったことあるとこだ

～」とおっしゃっており、さすがスイー

ツ王子だなあ と思いました。 

ここで意外に時間がおしていることに

気が付きました。どうやらほかの班はも

う江の島の近くにいるらしく、遅刻組も

もうすぐきそうだったので、集合写真を江の島でとることに

決め、急いで我々も江の島に向かいます。 

１３：３０ 江の島到着、そして… 

 江の島に着いたところで、ようやく林と小野が合流し

ました。もう鎌倉目前なのに…。全員集合したというこ

とで集合写真を撮り、その後はまた解散して班ごとに鎌

倉に向かいました。我が班は昼を食べていなかったの

で、同じく腹ペコの林を引き取り、江の島内で名物のシ

ラス丼を食べました。 

  昼食後はまっすぐ鎌倉です。鎌倉に向かっている時にすでに日が傾いてきたので鎌

倉に着いた班から適当に自由解散にしました。我々は鎌倉で濃さが 5 段階から選べる抹

茶のアイスと世界一のアップルパイを食して解散しました。 

１７：００ 解散、その後 

 解散後、僕、林、小野、大越、波多野の１年ズで横浜

のイルミを見に行きました。1 日で紅葉ラン、定サイ、

イルミランの 3 つが堪能出来てよかったです。そしてみ

んなと別れ、虚無になりながら国道 15 号線を延々と上っ

ていきましたとさ。 

３．反省点 

 

↑エモい紅葉とエモいソフト 

↓集合写真 

↑横浜赤レンガ倉庫 



 

 

✕小田原遠い 

→10時集合とはいえ、小田原はぎりぎりなラインです。東京との県境ぐらいがちょうど

よさげだと思います。しかし先輩方はほぼ全員自走してきました。なんなんだ。 

✕集合写真を撮る場所や解散方法が決まっておらず、バタバタした 

→集合写真は中間ぐらいのスペースの広い(見晴らしの良い)場所を事前に調べておくべ

きでした。解散はゴールで班ごとに自由解散でいいと思います。 

✕遅刻 

✕班写真撮り忘れた→撮りましょう。 

✕道路の交通量が多く、走りづらかった 

→執行代が変わって初めてで交通量の多い場所は避けるべきでした。適当なサイクリン

グロードがちょうどよいでしょう。 

✕2段階右折のルールが怪しかった (一年) 

→これから後輩を引っ張るのに交通ルールが怪しいのはとても危険です。今のうちに 1

年は全員確認しておきましょう。 

✕前の自転車を抜かそうとして右に行ったら後ろから来た車に注意された 

→一応後ろを確認して右に移ったのですが、移るのが早すぎました。もし後ろから車が

来そうだったらハンドサインで待ってもらうようにしましょう。 



伊⾖ 3/4 周ライド(武縄視点) 
⽂責 2 年 武縄 

 
こんにちは、2 年の武縄です。この間の 1 ⽉ 11 ⽇〜13 ⽇、皆さんはどうお過
ごしでしたか？⼆年⽣は⼤半が成⼈式で帰省したり、地元の友⼈と同窓会した
りして楽しそうにしていて、昨年⼀⾜先に経験してしまった⼈たちは寂しい思
いをしていました。ということで、今回は⼀⾜先に成⼈してしまった⻘⽊と傷
の舐め合い旅⾏として、ジオパークを堪能しに伊⾖に⾏きました。 
 
1 ⽇⽬ 
出⾛前⽇、⾃宅から全⾃⾛しようとしていた類⼈猿をなんとか説得して⼩⽥原
まで輪⾏させることに成功した。⼩⽥原を 8 時 30 分くらいに出⾛して国道
135 号線沿いに⾛り、伊⾖半島を⽬指す。早速太平洋が⾒えて、テンションが

爆上がりした。 
←こんな感じ 
国道 135 号線は⾛りやすかったけど、交通量
がなかなか多くてしんどい道だった。 
途中の道路に「湯河原スイーツファクトリ
ー」の看板を⾒つけ、これはいくしかね
ぇ！！ってなって⾏ったところ、まだ開店前
で 10 時から開店とのこと。その時 9 時 20 分

で、40 分待つのもなんかなぁ〜っということでここは泣く泣く諦めて出⾛、熱
海を⽬指す。いきなり出⿐をくじかれてお気持ちになっており、熱海についた
もののここでも⽬ぼしい店はなかったので、完全に萎えていた。熱海を過ぎ
て、最初のジオパーク、城ヶ崎海岸を⽬指して無駄にアップダウンの多い道を
⾛っていると⽬の前にいきなりいちご⼤福の看板の店が！！！！。⻘⽊に⾏こ
うというと、「いくしかねぇ」と即答されたので当然いくことに。やはり⻘⽊

はわかっているやつだ。いちご⼤福の男気じゃんけんに負
けて⻘⽊にゴチになったが、その店はなぜか 10%にならな
いイートインスペースがあり、さらにお茶も⾃由に飲んで
良いという最⾼な場所で、しっかり休んでいちご⼤福を堪
能することができた。 
←いちご⼤福、⽩あんで美味しい 
⽯⾈庵(読み⽅がわからない)にと⼀緒に感謝の⾃撮りをし



たら、今度こそ城ヶ崎海岸を⽬指して出⾛。これまたアップダウンがやたら多
い道を⾛り続けて昼頃に⼊り⼝に到着。ついでにお昼ご飯を⾷べようというこ
とで⼊り⼝にあった店「ぼら納屋」にて伊⾖半島ということで⾦⽬鯛をいただ 
いた。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

↑ぼら納屋、寛永の時代からあるとかなんとか。こんな店で⾷べる⾦⽬鯛がま
ずいわけないだろ！ 
ここで上の画像の⾦⽬鯛の漬け丼とあら汁を⾷べたが、真に美味しいものはあ
ら汁だった。⾦⽬鯛の⾝も美味しいし、汁にもだしが出ていて最⾼！多分⼀番
美味しい⾦⽬鯛の料理は煮付けだろうなぁって思った。ご飯を⾷べ終え、しば
らくのんびりしていると、どんよりした雲も晴れて素晴らしい天気に。気持ち

が良すぎて⾃撮りしちゃった。(※今回
の⾃撮りは全て⻘⽊によりものです) 
空腹を満たしていざ城ヶ崎海岸へ。溶岩
が固まってできたらしい地形で、ゴツゴ
ツした岩があって無限に「すげ〜」って
⾔っていた。 
 
↓すげ〜な地形をどうぞ 
 

 
 
 
 
 
 

⼩錦関 26 ⼈分まで耐えられる橋や⼤室⼭が⾒られる展望台など、コンテンツ
⼒が⾼くて素晴らしかった。 



←⼩錦 26 ⼈分まで耐えられる橋 
ちなみに⻘⽊、今回初めて NC ジャージ
を着て⾛っているらしい。 
岩岩した城ヶ崎海岸を 1 時間かけてじっ
くり巡り、今回の宿泊地下⽥に向かって
出⾛。途中にゴリラのオブジェ？かよく
わからないけど⾯⽩いものがあったので
ここでも写真撮影⼤会を実施した。 

 
←ゴリラとのツーシ
ョット写真。剛脚に
なれるようにとお祈
りした。 
 
 
 
 

下⽥に向かって海岸線沿いのこれまたアップダウンがやけに多い道を進んで⾏
き、今回の⼀押しジオパーク細野⾼原へとむかう。細野⾼原のさきの、オレン
ヂセンターでジュースとかわさびアイス⾷べたいなぁ〜と思っていたのでサク
ッと登っちゃいますか！w という軽い気持ちで⾏った。が、死亡した。 
この会報書いているときにルートラボで調べたら 4.4km 平均斜度 8.3%らしい
が、絶対嘘だゾ。ところどころ斜度 22%とか 14%とかざらにあってそりゃき
ついわな〜って今(書いてる途中)なっています。それまでのアップダウンでそ
れなりにしんどくなっていたので、⻘⽊はゴリゴリ登っていったが、こっちは
押したり蛇⾏したりしてなんとか登って⾏き、細野⾼原⼊り⼝に着くのに 1 時
間はかかってしまった。⻘⽊は激坂を登らされたことで機嫌が悪くなってい
た。地獄。こんなきっっっっつい坂のくせに⼊り⼝にサイクルラックあるのギ

ャグセンスが⾼かった。今回細野⾼原で⾏きたかったと
ころは展望台なのだが、⼊り⼝からもさらにドギツイア
ップがあるのと、ハイキングコースでも 140 分コースの
道になっており、空が暗くなり始めていたこともあっ
て、諦めることに。25 分のハイキングコースですすき野
をぐるっと回って細野⾼原は終わりにすることになっ
た。死亡。 
←景⾊は良い 



細野⾼原からのダウンいるも気をぬくとすぐ 40km/h 出るし、道はガタガタだ
し、急カーブ多いし、たまに対向⾞くるしで地獄。こうして細野⾼原の地獄巡
りを終えて先ほど⾔及したオレンヂセンターに向かったが、すでに閉店してい
て、死亡。細野⾼原に全てを破壊されてしまった。この⽇、あとは宿に向かう
だけ。下⽥の素泊まり 2000 円のゲストハウス「⿇なみ」を⽬指して⾛った。 

すっかり暗くなってしまったが、⽉明かりが海に写っ
ていて幻想的な⾵景を⾒ることができた。細野⾼原で
たっぷり時間を使ったおかげだなぁ。 
←写真だとこんなもんだが、実際にみると本当に綺麗
だった。 
⿇なみ、共⽤スペースにこたつがあり、今回は他の宿
泊客もおらず、最⾼だった。宿についたあとはやはり

伊⾖半島は温泉の宝庫、ということで下⽥ビュ
ーホテルにて温泉に⼊り、⾵呂を出たあとはな
ぜかジャイアンツの選⼿のサインが⼤量にあっ
た「上の⼭亭」にてご飯をいただいた。(ボリュ
ームがあって最⾼！) 
←⾦⽬鯛カツ丼を⾷した(旅⾏だから値段を気に
せずに特産品を⾷べるのは当然のこと) 

そして宿に戻ったらコンビニで買ったビールで乾杯。共⽤
スペースにいた⽝や猫と戯れながら SAKE をのみ、ジオパ
ークの良さや⼆⽇⽬の⾏程を相談して眠りについた。 
←SAKE は当然、静岡のヤツで乾杯！ 
 
 
 
 

 
2 ⽇⽬ 

7 時に起床し、早速 3 つ⽬のジオパーク、⽖⽊
崎へと向かう。昨⽇細野⾼原にぶっ壊された⾜
に少しダメージが残っていたが、⽖⽊崎の柱状
節理でほぇ〜ってなり、疲れがぶっ⾶んだ。 
←柱状節理。六⾓柱の⼀本を持って帰って家に
飾りたい。 
柱状節理って本当に六⾓中なんすねぇ〜ってな



った。⽖⽊崎にあった、恋する灯台な
るもので限界写真を撮って遊ぶなどを
した。 
←真の⼤⼈は柱状節理を⾒ながらコー
ヒーでいっぱいやれるらしい。 
流⽯成⼈式を 1 年前に終えた⼤⼈慣れ
している⼈間は違うなぁ 
 

観光雑誌の⽖⽊崎の紹介欄に載せるこ
とができるほど恋する灯台を理解して
いる写真→ 
ジオパーク⽖⽊崎で遊び尽くしたら下
⽥市内へ。下⽥は⿊船がやってきたと
ころらしく、ペリーとかハリスとかの
横⽂字ネームがちらほら⾒受けられ
た。ペリーロードなる場所に⾏き、幕
末っぽい雰囲気を楽しんでいると、⽇⽶和親条約に付随する下⽥条約が締結さ
れた寺「僚仙寺」があるらしく、これは⾏くしかねぇ！ということで⾒に⾏っ

た。本堂「開国堂」にて条約が締結され
たらしく、「ペリーやハリスもこの道を
歩いたんやろなぁ…」と思うととても感
慨深くなった。 
←歴史が動いた瞬間の写真。⼼なしか⽂
明開化の⾳が聞こえてきそうだ。 
こうして、下⽥でもだもだして歴史を感
じたあとは、4 つ⽬のジオパーク⿓宮窟
へと向かった。 

↓⿓宮窟の写真(ここまでくるのにもアップダウンが多かった…) 

 



⿓宮窟は上から⾒るとハート形ならしく、ここも恋愛スポットになっていた
(伊⾖半島恋愛⼤好きかよ)。⿓宮窟、⼈がやたら多いこと以外は完璧だった。 

 
 
 
←⿓宮窟を上から⾒た図。確かにハート形で
すねってお気持ちになる。 
 
 
 

⿓宮窟を⾒終わったら伊⾖半島最南端の地、⽯廊崎へ。この辺りで気づいたこ
とだが、海岸線沿いの道ってアップダウン多いようだ(しかもジオパークが有
名なところならなおさら)。伊⾖半島、⾃転⾞で⾛るのには向いてなさすぎる
から次は⾞で来ような、と⻘⽊に 10 回くらい⾔った。⽯廊崎の標識通りに進
んできたのになぜか到着地点から⼭道を歩かされるという苦⾏を課されつつ、
⽯廊崎に到着。⽯廊崎にある灯台がやたら⼩さかったのがちょっと不満だった
が、伊⾖最南端、って感じの景⾊で全てを許した。 

←最南端！
って感じ→ 
 
遠くにうっ
すら伊⾖諸
島が⾒える
のが良い→ 
 
 
 

お腹が減りすぎてヘリコプターになったので、ここで昼ごはんを⾷べた。アオ
サが乗ったラーメンとご飯、通称ジオラーメンとジオご飯を⾷べた(画像撮り
忘れちゃった)。この辺りから⾬が降り始め、輪⾏⼿段もないので最悪になっ
た。次の⽬的地は堂ヶ島で、⽯廊崎から 34km はかかるところで、しかも途中
に蛇⽯峠を越えなければならないらしい。まぁまぁ強く降っていて⽌まらない
⾬、⾬が染み込んできて冷たくなりつつあるサイクルウェア、輪⾏⼿段なし、
峠越えあり、次の⽬的地は 30km 先……………… 
 
--------------ここからしばらく記憶がない 



 
次に気付いた時には蛇⽯峠の頂上にいた。どうやらキツイところはすぎたらし
い。まさに峠は超えたってかんじである。後は降って⾏くだけだったが、蛇⽯
峠、南側からなら斜度はそれほどでもないが、北側の斜度はきつく、10%の坂
があり、路⾯が⾬で濡れていたためになかなか怖いダウンヒルだった。堂ヶ島
には海を⾒ながら⼊ることができる露天⾵呂があるということを知っていたの
で、そこを⽬指して冷えた体を⿎舞し続けた。そしてついにその温泉に到着、
時刻は 14 時 48 分、まだ時間も早い、待つ楽園に⼼が震える、お湯を求めて急
ぐ⾜、さっさと温泉に浸かって体を温めよう-------------- 

 
←死亡 
 
現実は無慈悲である。⼼が折れ、泣きそうになっ
た。しかしそこは温泉⼤国伊⾖半島、すぐに代替物
が出て来る。しかも先ほど⾏こうとしていた温泉よ
りやすい。「渚の湯」、ここしか勝たん。急いでい
く。どうやら地域に根ざしている温泉らしい。そう
そう、そういうのでいいんだよ、そういうので。1
⽇めの⾏程の途中にもあった、海辺にあった誰が経

営しているかわからないような、バラックみたいな温泉、そういうのにも⼊っ
てみたかった。話が脱線したが、渚の湯にて記念タオルを即決で買い、いざ、
湯に⼊らん------------------------------------------------最⾼だ。そこまで広くな
いものの、熱すぎないお湯のおかげで無限に⼊ることができる。シンプルだが
露天⾵呂もあって、こちらもいい湯加減だ。まさに The 地域に根ざした温泉
である。当初の予定では、ここから⻄伊⾖スカイラインを回って修善寺を抜
け、三島で輪⾏の予定だったが、サイクルウェアは⾬でやられてしまったし、
何より温泉⼊った後ヒルクライムする気⼒がわくわけもない。堂ヶ島のトンボ
ロは⾒られる⽇ではなかったし、バス輪⾏しか勝たん。少し⾦はかかってしま
うが、QOL は⼤事にしたい。バスが来るまでの時間、堂ヶ島のおみやげ屋さ
んで静岡茶などを買い(1 ⽇⽬に飲んだビール、静岡のヤツが下⽥のコンビニで
は 200 円なのにここでは 250 円なのが納得いかなかった)、バス輪⾏！！！！
2300 円！！！！バスがちょうど⾛るつもりだった道を⾛ってくれたが、道は
狭いし暗いし坂はあるしで輪⾏してよかったという気持ちにしかならなかっ
た。こうして修善寺に到着し、そこからは当然電⾞輪⾏(⾃⾛するわけないだ
ろ！！！)。伊⾖半島ランは終了した。 
 



あとがき 
伊⾖半島、広いですね。しかもここまで坂が多くてキツイとは思ってなかった
です。今回でかなり多くのジオパークを巡ったものの、最後まで⾒ることがで
きなかったものや、⾏くのを諦めたものがあるなど、少々不完全燃焼になって
しまいました。ってことで、春休み中にリベンジしに⾏こうかなぁ〜って思っ
ています。⾞で。 
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伊豆 is 何処(伊豆旅行青木視点) 
2 年 青木 

 

 
 
0. はじめに 
あるものは成人を祝い、またあるものは卒論に追われた、年の初めの三連
休。きらびやかな同期のインスタをチラ見しながら、武縄とふたりで伊豆
半島をサイクリングしてきました。ジオパークを満喫した二日間を、二つ
の視点からお届けします。 

 
1. Day1 小田原～下田 
1.1. 男ふたりでスイーツ？30分早いわ！ 
伊豆半島の果て、下田を目指して小田原に 8時に集合(の予定なので武縄
君は 8:20 についた)した我々は、国道 135 号線を無心で南下しはじめまし
た。出発してすぐに武縄が「湯河原スイーツファクトリー」の看板を見つ
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け、まずはそれを目指して走ります。車の流れに乗って 15kmほど進み、
自転車に厳しい交差点を 5分近くかけて右折する大冒険の果てに 9時半に
たどり着いたスイーツファクトリーでしたが、10時開店でした。社会はは
み出し者に厳しい… 
結局、特に見所もないまま走り続けたので、10時前には熱海についてし
まいました。見ず知らずのおっさんに買い物中のロードバイク監視を頼ま
れるアクシデントなどもありながら、次の目標を城ヶ崎海岸に定め、昼頃
の到着を目指して再スタートしました。 
 

1.2. KONISHIKI(東京ドーム単位系) 
熱海からはいよいよ伊豆半島に入り、単調なアップダウンの道を進みま
す。早速飽きてきたようで、なんとなく景色の写真を撮って学科 Slack に
載せたりしていました。伊東の市街地を過ぎて、城ヶ崎海岸まであと
10kmとなったところで道の右側に「石舟庵」という和菓子屋さんを見つ
け、立ち寄ることにしました。車の往来が絶えない国道を 5分かけて渡

り、11時半にたどり着いた石舟
庵は幸運なことに営業中でした。 
 
←いちご大福と静岡名物のお茶
の組み合わせは最強！ 
 
今度は信号を利用して 2分で国
道を横断し、ジオパークの城ヶ崎
海岸に向かいます。 
城ヶ崎海岸に到着し、まずは
「ぼら納屋」で昼食を取りまし
た。寛永三年に建てられたという
藁葺き屋根のアンティークな建物
で、特産の金目鯛の漬け丼とあら

汁をいただきました。金目鯛の淡白な味は刺身より煮付けの方が向いてい
ますね。臭みが全くなくてアラに付いていた血合いの身までしゃぶり尽く
せる美味しさでした。 
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世界一うまいタイ→ 
 
ぼら納屋からは遊歩道を歩
いて城ヶ崎海岸を散策しまし
た。 
 
 

 
 

↑岩場ではしゃぐ男子大学生二人。僕のNCジャージ初お披露目です。 

↑小錦というチョイスに時代を感じる 
 

ゴリラを目指す武縄→ 
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1.3. 山神社(火の玉ストレート 160km/h ど真ん中) 
伊豆に行くことを計画しはじめたときから、実際に訪れるスポットはほ
とんど武縄が決めていました。そんな武縄が次に希望したのが「細野高
原」です。海岸沿いでさえアップダウンしかない伊豆半島にあって少し内
陸に入った立地、そして「高原」というネーミングから危険信号は発信さ
れ続けていたのですが、景色がいいならと今回も同じ過ちを繰り返してし
まいました。 
15 時過ぎに稲取に着き、「細野高原→ 4.5km」の看板を見て国道を離れ
てからはひたすら体感 10%オーバーの坂が続きます。1kmほど進んだとこ
ろにはこんな神社もありました。 

 
「山神社」 

ここからは、壁にしては緩い道のりを徒歩にしては速いスピードで小錦
よりは軽やかに登り続けました。この素晴らしいヒルクライムを少しでも
長く味わおうと、蛇行しながら漕ぎ続けること 1時間、ようやく高原の入
口の駐車場に到着しました。 
 
細野高原の景色→ 
 
肝心の景色はこんな感じ。
ススキの草原の向こうには伊
豆諸島が見渡せました。 
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1.4. 三種の神器(温泉・ラーメン・ビール) 
ダウンヒルでも 20 km/h しか出せないくらい緩い細野高原の坂を下りき
り、日の暮れた道を下田目指して走ります。途中、武縄がしきりに見たが
っていたオレンジジュースの看板がありましたが、思ったよりショボかっ
たので写真はありません。なんであんなにこだわってたんだ… 
下田の宿(1 泊 2000 円のゲストハウス)に荷物を置いて飯と風呂を確保し
に行きます。本日の風呂は下田ビューホテルの日帰り温泉。本当は次の日
に日の出を眺めながら湯に浸かりたかったのですが、朝は日帰り温泉をや
っていないとのことで断念しました。普通の露天風呂でしたが、寒い中走
り続けてきた体には温泉の暖かさが染み渡りました。 
夕食はビューホテル近くの「上の山亭」で味噌バターラーメン。まずい
わけがない。店のテレビでは、今年から大リーグに挑戦する秋山翔吾選手
が下田市内で自主トレを行っているというニュースが流れていました。 

 
最後に、宿の近くのファミマで「静岡麦酒」とサラダチキンを購入し、
最高の晩酌を楽しみました。 
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2. Day 2 下田～堂ヶ島 
2.1. いい男には海と缶コーヒーが似合う 
1 日目にも増して厳しい道のりと思われた 2日目は、夜が明けてまもない
朝 7時半に宿を出ました。まずは柱状節理が見られるという爪木崎に向か
います。武縄は平坦だと言っていましたがしっかりアップダウンがありま
した。 

左：頑張って岩に iPhone を固定しました(Take2) 
右：世界は誰かの仕事でできている(奥に見えるのが柱状節理) 
 
続いて、下田の市街地を軽く観光しました。「ペリー通り」は洋風の街並
みかと思いきや、時代劇に出てきそうな和風の佇まいでした。お土産を買
って先に進もうと思ったのですが、やはり開店が 10時だったので何も買
えませんでした。 

仕方がないので日米の下
田条約が結ばれた地であ
る了仙寺で記念写真を撮
って下田を後にしまし
た。 
 
←開国シテクダサーイ 
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2.2. ジオパークしかない 
いよいよ、この伊豆旅行で僕が一番行きたかった石廊崎に向かってスタ
ートしたのですが、まずは武縄推しの龍宮窟に寄ることにしました。国道
から龍宮窟に向かう道に入り、少し進んだところにある野球場では、なん
と昨日テレビで見た秋山選手が練習をしていました。僕と同い年で推して
いるベイスターズの細川選手も一緒にトレーニングしていて感激してしま
いました。メジャーリーガーが間近に見られるにもかかわらず、あまりに
も交通の便が悪いのでファンは 30人くらいしか来ていませんでした。秋
山選手のファンの方はぜひ下田へ！ 
練習場から 1kmほどで龍宮窟に着きました。波の侵食で岩が削れてでき
た洞窟がさらに侵食され、天井も崩落して縦穴ができた壮大な地形でし
た。「紅の豚」でポルコがアジトにしている砂浜みたいでなかなかかっこ
いいですね。洞窟の裏にある急傾斜の砂浜(「サンドスキー場」)では、野
球部っぽい人たちが砂の坂を上り下りするトレーニングをやっていまし
た。細野高原くらいキツそう。 

 
左：飛ばねえ豚は、ただの豚だ。 
右：砂浜坂道ダッシュで「M」を描く野球部(自己紹介かな？) 
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龍宮窟の次は、いよいよ伊豆半島最南端、石廊崎です。「←石廊崎」と書
かれた看板に従って意気揚々と左折したのですが、石廊崎灯台ではなく石
廊崎漁港に出てしまい、漁港から灯台そばの神社に向かう参道の登り坂
を、自転車を押しながら延々歩く羽目になってしまいました。 

 
左：石廊崎灯台 
右：先っちょ感がすごい石廊崎の先っちょ 
 
本来はここから 35km進んだ堂ヶ島で昼食を食べようと思っていたので
すが、ここまでに散々寄り道して 11時半になってしまい、アップダウン
でかなり消耗していたこともあり、ここで昼食を取りました。 

 
←疲れてカロリーのことしか考え
られなかったので、昨日と同じく
ラーメンを注文してしまいまし
た。(地元で取れた海苔がおいしい) 
 
このあとあまりに疲れて 10分ほ
ど寝てしまいました。 
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2.3. 蛇の道は蛇石峠 
石廊崎を出るころには雨が降り始め、最悪のコンディションになってき
ました。この先のルートを検討した結果、海沿いに国道を行くよりも蛇石
峠を超える県道を通ったほうが距離も獲得標高も少なくて済むことがわか
り、武縄にルートを任せて先に進むことにしました。 
「ごめん道間違えた」「やっぱあってたわ」「いややっぱり間違えた」「い
やあってるな」などと言いながら地図をこまめに確認して慎重に進む武縄
でしたが、案の定曲がるところを間違え、2kmほど戻ることになってしま
いました。 
距離のハンデを使い切った我々は気を取り直して蛇石峠に向かいます。
元気なときならば大したことのないであろう峠でしたが、アップダウンと
雨で体力を失っていた身には大変厳しく、10km/h を割るような速度でえ
っちらおっちらと 3kmの峠を登り切りました。下りに入ると寒さの中濡れ
た急斜面のダウンヒルとなり、登りに負けず劣らず遅いペースで下ること
になりました。 
 

2.4. 男二人で温泉？50分遅いわ！ 
石廊崎から峠を越えて西伊豆の松崎までは結局 2時間もかかってしまい
ましたが、この先には堂ヶ島の温泉が待っています。雨の中自分を奮い立
たせて最後の 5kmを走りきり、日帰り温泉をやっているというホテル「清
流」に 15時前に着きました。 

←12 時から 14時の間にこないと入れないそ
うです… 
 
雨の中の峠越えの果てにこれでは、メンタル
が持ちません。近くの温泉をしらみつぶしに
調べ、少し戻ったところにある「渚の湯」に
入ることにしました。こちらは町営浴場で、
小さいながらも露天風呂があり、冷えた体を
癒すことができました。 
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2.5. 合理的な選択 
風呂から上がって時刻はすでに 16時過ぎ。今から最初の目的地である修
善寺を目指すと、夜の峠越えが必須になります。しかも降り続く雨で路面
は濡れていました。冬・夜・雨・ダウンヒルという条件では確実に事故が
起こると判断し、2000 円を投じてバス輪行することにしました。事故っ
た時の治療費や修理代を考えれば、極めて合理的な判断と言えるでしょ
う。温泉に入ったら何もかも面倒臭くなったとかそういうのではないで
す。 

←ありがとう東海バス。「オイビト
岬」や「ティ」「デグヒ」「SJ7EN I 
S+ﾌ」行きのバスを運行しているよ
うです。 
 
堂ヶ島のバス停の前にあった「加山
雄三ミュージアム」の売店でお土産
を買い込み、手早く輪行準備をして
バスに乗り込んで爆睡。およそ 1時
間半で修善寺駅に到着しました。 
伊豆半島、ありがとう。 
 
 
 

 
たけなわハウスでタコパし 
ながら執筆しました。→ 
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3. 伊豆の自撮り子 
今回の伊豆旅行ですが、随所で自撮りにチャレンジしていました。苦手な
自撮りに頑張って挑戦した記録をここから紹介していきます。 
(BGM：パティ・オースティン『Kiss』) 

 
    

 
 

↑石舟庵 ↑景色のいい海岸 

↑道の先に海が見えるスポット ↑ぼら納屋の前 

↑細野高原 ↑白浜海岸 
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↑伊豆急下田駅前の温泉 
 

↑伊豆急下田駅 

↑石廊崎 ↑石廊崎灯台 

↑堂ヶ島 ↑渚の湯 



編集後記 

1 年 小野 

こんにちは。編集・広報担当の小野です。今回記事を執筆していただいた皆

様、本当にありがとうございます。月末に発行するつもりが、試験が終わった解

放感からのんびりしてしまい、発行が一週間ほど遅れてしまいました。以後気を

付けます。 

 皆さん 1 月はどう過ごされましたか。僕は試験勉強や寒さのため、自転車に乗

ることはありませんでした。先日リハビリライドをしたので、その様子は近いう

ちに記事にしたいと思います。段々と日も長くなり、暖かくなるので沢山乗れる

と良いですね。 

 会報のレイアウト・デザインについては特に凝っていません。まだ発行するの

で手一杯なので、これから色々試していこうと思います。 
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