
伊豆・三筋山＆海の幸 2021年 4月 2日(金)～3日（土） 

Report by 堀 

河津桜はとうに終わってしまったこの時期、春山の気分を味わい、一泊で新鮮な魚など海の幸を満喫したいと企

画しました。 

4 月 2 日（金）晴 

 

熱海駅で 8:26（発）伊豆急下

田行直通列車に乗り換える。 

ここで全員集合。今回の参加者は、

田上さん、池戸さん、布目さん、 

岡部さん、堀の 5 名である。 

  

各駅停車の車両にしては豪華

な展望席がある。皆さん、本

当にこの列車でいいのか、特

別料金がいるのではないかと

心配したとのこと。 

  

9:34 伊豆稲取駅着。駅舎らし

くないデザインだ。 

 

 



 

恒例により岡部さん指導でス

トレッチ 

9:50 出発！ 

 

木蓮が満開！東京ではもう終

わりだが、伊豆の方が少し遅

い。 

 

出発して 20 分余りだが、ずっ

と登りなので早くも汗が滲ん

でいる。 

早速、上着を脱ぐなどの衣類

調整タイム。 

 

 

舗装道路に面した庭には彩り

豊かにフリージアが咲いてい

る。 

こんなにいろいろな色がある

んですねぇ。 



 

お城の石垣を思わせる。 

ゆとりのありそうな家が多

い。 

 

この辺りは果樹園が多い。 

池戸さんによると“ニューサ

マーオレンジ”という柑橘だ

そうだ。 

Net で見ると静岡県の特産ら

しい。 

袋掛けされて大事に世話され

ている。 

甘夏など他のみかん類ではネットなど掛けずにほったらかしだ。熟して下に落ちている甘夏が沢山ある。

少しばかり失敬した。 

 

営業していないが、 

“鹿刺し・猪鍋”の看板を出

しているお店がある。 

ワイルドだなぁ。 

 

舗装道路が続くが、道路以外

は山村の雰囲気である。 



 

道端にはホウチャクソウが花

をつけている。 

 

 

タチツボスミレ 

 

細野高原への道標。三筋山は

細野高原の先になる。 

 

まだ簡易舗装の道が続くが、

山菜博士の布目さん。 

早くもこんなに Get！ 

それはなんですか？ 

シドケまたの名をモミジガサ

とのことです。 

 



 

11:10 細野高原に到着。「山菜

狩り管理事務所」 

ここは山菜狩りの時期には入

山料がいる。 

まだ徴収が始まっていないよ

うでラッキー！ 

（後で調べたらコロナ禍で今

年は無料解放中らしい） 

  

ここで小休止。途中で頂いて

きた甘夏でのどを潤す。 

程よい苦みが良い。 

“クマさん会ゴミ担当”を買

って出る田上さん 

 

丘陵には風力発電の風車が並

んでいる。 

毎年野焼きされているので樹

木がほとんどなく、明るく

広々している。 

 

そこにもここにもワラビ・ワ

ラビ 



 

ワラビ狩りをする人、袋がだ

いぶ膨れていますね。 

布目さん、次々と採集。 

初めはためらっていた岡部さ

んも手にいっぱいワラビ。 

ご主人がワラビ大好きだと

か。よい奥さまですね。 

 

 

幾つかの散策コースが設定さ

れている。 

我々は三筋山山頂⑤140 分コ

ースへ。 

 

暫く行くと、ようやく簡易舗

装が切れて三筋山の登りにな

る。 

既に 12:20 を過ぎた。 



 

所どころ山桜が咲いており、

春の里山気分いっぱい。 

 

キブシの花、これも春山の花 

 

天城山の山なみが見える。 

こうした風景は何か昔懐かし

い。 



  

すごい風だ。10m/s 以上はあ

る。木も無いので吹きさらし

だ。吹き流しがはためいてい

る。風車を設置するくらいだ

から、ここは風通しがよい所

なのだろう。 

 

12:45 三筋山山頂で。 

間に合わなかった。 

タイマーの設定を 3 秒に間違

った。まあご愛嬌ということ

で… 

 

ここで昼食のはずだったが、

風が強くてじっとしていると

寒いし、物が飛ばされてしま

う。15m/s くらいあるかもし

れない。 

皆さん少し下りた風の避けられるところで昼食にしたいといい、先に行く。 

（というより私が少し遅れたのだが） 

私はここから先のコースの大池高原の方に行ったのかと思ってそちらに行ってみるが、人の気配が無い。 

 

2 度ほど池戸さんに電話を入

れたら、山頂から少し戻った

とのことで山頂下の展望台で

昼食。 

ここからは登ってきた伊豆稲

取（左）これから行く今井浜

方面が見渡せる。 

 

乾杯！ 

ではなくて、池戸さんがコー

ヒーを入れてくれる。 

風が強くてお湯を沸かすのも

一苦労。 

13:30 下山開始！ 

ここからは、再度、三筋山山

頂を経由して大池高原に下る

のが本来のルートであるが、

「三筋山の登り口からそちら

に回れる道が案内板にあった

はずだ」との意見があり、つ

い惑わされてしまった。 



 

三筋山の登り口のトイレに立ち寄って案内図を見てもそういう

道は無い。 

しかし草原の彼方にはそれらしい道が見える。 

そこまでは草原で何とか歩けそうだ。 

無理やり歩いてしまえ！ということで道無き道を行く。 

 

  

道ではないので歩きにく

いが、ワラビはたくさん生

えていて布目さんご機

嫌！ 

振り返ると三筋山からは

かなり下ってきた。 

 

池戸さん、最近は体重が減

ったせいか、汗かきも前ほ

どでなくいやに元気だ。 

調子に乗って我々を“奈落

の底”に導いてくれる。 

 

山頂から 50 分、 

ようやく舗装された道に

出た。しかし、ここはどこ

だ？ 

グーグルで現在地を確認

する。 

たぶんこっちが今井浜だ

ろうとしばらく歩いて行

くと登り道になる。 

これは山頂の方に登る道

らしい。どうも逆方向だ。

ということで今度は反対

方向に歩くこと暫く、警備

の車に行きかう。 



「今井浜に行くにはどう行ったらいいのでしょうか」警備員「ここは立ち入り禁止です。そのために巡回

しているんです。ゲートに立ち入り禁止と書いてありませんでしたか」「済みません、三筋山の山頂から

道じゃない所を降りてきたものですから」一応は今井浜の道を確認できた。 

 

 

 

紫ケマン、タラの芽、 

アケビの花などが見られ

る。 

タラの芽はあちこちにあ

るが、背の高い木が多くて

手が届かない。 

美味しいんだけどね。 

 

「見高入谷（みたかいり

や）」の看板。 

本来計画した道にやっと

合流。 

計画ではここを通過する

のは 16:10。 

今は15:30だからだいぶ早

い。 

 

 

道なき道をショートカットしたので、時間的にはだいぶ早くなったようだ。ここからの下りでも 

谷川の斜面に放棄されたような畑に甘夏、レモンが成っている。甘夏とレモンをいただく。 

 

少し遠回りになった。 

今井浜では岡部さんが 

格子状のどぶ板に躓き転

倒。 

顎から出血するトラブル

もあったが、幸い軽傷で済

んでよかった。 

今日の宿「心のどか」に

16:45 到着。 

 



夕食前に入浴。風呂は 2 つあるが、使っている人がいる時はランプが点灯している。鍵を開けて出てくる

とランプが消えるので、すかさず入らないとまた次のチャンスを待たなければならない。 

池戸さんは風呂の前に張り込んで順番確保。浴槽は二人が入れる程度で狭い。 

 

部屋は見晴良く、二部屋続

きとなっている。 

 

 

18:00 から夕食。今回の 2

つ目の目的“海の幸” 

お酒は地酒 

  

舟盛り、あわび（特注） 

 

「金目鯛の煮付」（5 人で 2

匹です） 

煮崩れさせずに大きな金

目を煮付けるのは流石！

の声 



明日は朝食後解散という計画であったが、お天気は良さそうだし、伊豆高原で途中下車して城ヶ崎海岸を

ハイキングするのはどうかと提案していたところ、布目さんと岡部さんは行きたいということで、当初の

予定より一つ早い列車に乗ることにした。 

池戸さんと田上さんは所用があって同じ列車でまっすぐ帰ることになる。 

“海の幸”を楽しみ大いに満足して就寝。 

ワラビ、タラの芽、モミジガサ、甘夏にレモンとなんだか採集民族、縄文人に先祖返りしたような一日で

した。今日の歩きは３万２千歩余り。舗装道路が多かったので、万歩計も良くカウントしてくれたようで

す。 

 

4 月 3 日（土）晴 

朝食は 8 時半からなので、朝は池戸さんと今井浜の方へ散策。 

 

早朝の海。右の方には利島

がかすんでいる。 

昨日と違い風は無いが、波

は結構大きい。やはり外洋

に面しているからだろう

か。 

 

8:30 朝食。 

皆さんご飯をお代わり。地

元のアジの干物が美味し

い。 

 

今井浜海岸駅9:21の電車、

展望席などついていない

普通の電車です。 

布目さん、岡部さん、堀は

伊豆高原で途中下車。池戸

さんと田上さんは帰宅。 

 

 



ここからは“おまけ城ケ崎編”です。 

  

伊豆高原は比較的近年

になって開発された別

荘地なので、ちょっと

オシャレな街です。 

  

レトロな雰囲気もあり

ます。 

 

シュウメイギクに似ているが、これは調べたら白雪芥子（シラユ

キゲシ）という中国原産の花でした。（布目さんからの宿題でし

た） 

  

海岸といっても自然林

と断崖なので砂浜があ

るわけではない。 

大室山の溶岩流が海に

達してこのような地形

を形成したとのことで

ある。 

  

伊豆大島が見える。“い

がいが根”というトゲ

トゲの岩場 

 

「国立公園城ケ崎」の

碑 

（写真の時くらいはマ

スクをとった方がいい

ですよ、お二人さん） 



 

「門脇吊り橋」 

時刻は既に 12:40 であ

る。 

城ケ崎を後にし、“ぼら納屋”という磯料理のお店まで歩いて昼食。シラス丼などを食べて、城ヶ崎海岸駅

まで約 30 分の歩き。城ヶ崎海岸駅 15:32（発）熱海経由で帰途に就いた。 

初日、風が強かったものの天候はよく、道なき道を下るという禁じ手を敢行。山菜・果物の収穫と最後は

新鮮な刺身など楽しい一日でした。二日目は急遽、城ケ島海岸ハイキング。風弱く昨日以上の日和で、春

らしい気分を満喫できました。 

以上 


