
第２ブロック ハイキング同好会 第 28回・島田名所巡り 

 

2014年 5月 29日（金）春の例会を実施。「島田名所巡り」というテーマでの計画時、島田市ばら

の丘公園とグリンピア牧之原を含めたため、実施時期は、例年の 4月からバラとお茶の最盛期である、

この時期に後ろ倒しした。参加者はＯＢ会員 37名、同伴者 6名の 43名。 

まずは、大井川に架けられた蓬莱橋。世界一というだけあって、897.4ｍ(=厄無し)の、長～い、長～

い、長い木（=長生き）の橋を渡り、対岸にある「長寿の鐘」と「愛和の鐘」を撞いて戻ってくるプラ

ン。無風、快晴で、ボランティアの方の説明を聞いて出発、半時間程のウォーキングにチャレンジ。

その後、「ばらの丘フェスタ」開催中で、360種、8,700株のバラが植えられた 6,000坪の「島田市ば

らの丘公園」に。ここで昼食。13時 30分「グリンピア牧之原」に移動し、お茶摘みに「レッツ！茶

レンジ！」（41名の参加）。女性には羽織りが渡され、茶畑に移動し、20分程の体験。その後、新茶や

「茶っ刈り羊羹」を試飲・試食。帰路は、「道の駅掛川」に寄ってお買い物というコース。 

心地よい疲れで帰着となった方も、歩き過ぎてぐったりとなった方も、きっと心地よい眠りにつか

れたと思う。 

秋の例会は 11月 10日（月）・長浜巡りを予定。（濱口至信） 
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■日時：5月29日（木）集合：7時50分（曳馬協働センター）、8時00分（上島駅） 

雨天決行。出発は集合時刻の10分後の予定。バス：アクト観光(422-5555) 

■会費：2,500円、ＯＢ会員以外は3,500円（入場料、傷害保険料を含む） 

■行程：新東名掛川PA(9:10～9:30、20分） 

→島田金谷IC経由「蓬莱橋」（10:00～11:10、70分） 

→島田市ばらの丘公園（11:30～13:00、90分） 

→グリンピア牧之原（13:30～14:20、50分） 

→道の駅掛川（14:50～15:20、30分） 

→掛川バイパス経由帰着（16:10上島駅、16:20曳馬協働センター） 

（雨天時は、「グリンピア牧之原」を、島田市田代の郷温泉「伊太和里の湯」に

変更、「蓬莱橋」は20分にとどめ、約5分の距離の「島田市博物館」に30分間

訪問、「ばらの丘公園」は80分に短縮、原則車中食とします。「伊太和里の湯」

には13:00到着見込みですが、館内への飲食物持ち込みは禁止されています。） 
 

蓬莱橋（ほうらいばし）：大井川に架けられた木造橋で、歩行者と自転車の専用橋。全長は 897.422m、

通行巾は２.4m(2.7m と記載しているガイドも)、1997 年 12 月３０日「世界

一長い木造歩道橋」でギネス認定を受ける。1879年(明治12年)の完成の後も、

増水で度々橋脚が流され、1965 年コンクリートの橋脚となる。世界一とあるだ

けに、とにかく長～い、長～い距離を歩かないと対岸にたどりつけません(長い

木=長生き=の橋)。橋を渡りきったところの「長寿の鐘」と「愛和の鐘」を撞く

ことを目指しましょう。ともかく、「ど真ん中」と床板に書かれたところまでは

歩くようにしましょう(見逃しやすいので注視して歩いてください）。帽子は風に

飛ばされないようにご注意。鈴木康夫会員のお薦めスポット。雨天時は橋のたもとよりの見学に留めます。 

 

島田市ばらの丘公園：6,000 坪、360 種、8,700 株のバラ。「ばらの丘フェ

スティバル(5/17～6/15)」が開催中です。「幸せを呼ぶ鐘」がヴィーナスの丘

にあり、ラブパワースポットとして人気。「香りの部屋」にもぜひ足を運んで。

年間訪問者 8.4 万人。月に 2 度「ばらの育て方講座」が開催されているとか。

公園入口とは道路を隔てた向かいに「ハートローズ～Heart Rose」という名の

バラ雑貨専門店があります。ギフトポーチ、ハンカチ、ハンドタオル、ポシェッ

ト他、カラフルな商品や香りのグッズが一杯です。2 階はレストラン「カブーロ」。ばらの丘公園を眺めなが

らの食事やお茶が楽しめます。パスタ他、900 円程度のメニューが多数あり。(TEL：0547−37−0505) 

 

グリンピア牧之原：年間来場者 15 万人。10 分程度の工場見学の後、お茶園に入り、茶の手摘みにチャ

レンジしてもらいます。女性は袢纏を着て摘んでください。摘んだお茶はお持ち

帰りください。また売店(逸品館)でのお薦めは、①ハーブ・ティー「緑のアール

グレイ南十字星」（ベルガモットのさわやかな香りと緑茶ならではのすっきり感

が、気分をリフレッシュ。540 円） ②「深蒸し茶 新芽らんまん」(新茶、330g 

1,080 円）③「茶っ刈り羊羹」(上品な白餡に煎茶の渋みがほんのり薫る緑茶羊

羹、540 円)。これら 3 点は、試飲・試食ができます。雨天時は、島田市田代の

郷温泉「伊太和里の湯」になります。(TEL：0548−27−2995) 

2014 年(平成 26 年)５月２９日(木)  
   第 28 回 ヤマハＯＢ会 ハイキング同好会  

ヤマハOB会ハイキング同好会「島田市名所巡り」旅のしおり 

最初のトイレ休憩は、9 時 10
分着予定の掛川Parking Area
です。遠鉄上島駅のトイレも駅
員に申し出れば乗降客だけで
なくても利用できます。 
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道の駅掛川：49.7 千㎡(1.5 万坪)、今年 3 月 11 日リニューアルオープン、とれ

たての地場新鮮野菜、農畜産物が数多く展示販売されています。おはたき餅（砕米

をついてお餅にしたもの。もち米のお餅の様には膨らまない）、「仙の坊」の冷やし

とろろそば、むかごパン（外はカリカリ、中はしっとりモチモチ）、抹茶ソフトクリ

ームにもトライしてみましょう。（TEL：0537−27−2600） 

 
(雨天時)島田市田代の郷温泉伊太和里の湯：内風呂には美肌効果があるとされる「田代温泉」源泉、露

天風呂には温まりの湯とされる「川根温泉」源泉と異なる 2 つの源泉が楽しめるという謳い文句。訪問日が

奇数日なので、男性が森林の湯、女性が満天の湯となります。入浴しない方は入場料不要なのであらかじめ

お申し出願います。館内への飲食物持ち込みは禁止なのでご注意ください、 

 

(雨天時)島田市博物館：場所柄、大井川の川越しの情報が満載です。島田髷や、江戸時代後期の旅人の様

子も豊富な展示です。2 階の特別展示室は「西山和恆～江戸友禅と古代貝紫」。1 階のラウンジには、志戸呂

焼（しとろやき、島田市金谷(旧金谷町)で焼かれる陶器）が多く展示されていました（小堀遠州が愛用して

有名になる）。建物のすぐそばは、江戸時代の川越しの雰囲気を感じることができる街道となっていて、増水

で「川留め」となった時には、大井川を渡れなくなった旅人で賑わった「川留め文化」が味わえます。 
 

本日の参加者名簿（敬称略）                              (○：役員） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■バスの乗降の際は、左右をよく見て、車の通過に十分ご注意ください。 
■お手洗いや、乗り物酔いで気分が悪くなった時は、早めにお申しつけください。 
■本日の緊急時連絡先：090-XXXX-XXXX (水野)、090-YYYY-YYYY(濱口) 
■ハイキング同好会は、ヤマハＯＢ会第２ブロックの会員の親睦、健康維持や生涯学習
のため、1998年(平成10年)に開始した同好者の集まりです。他ブロック会員の参加も
歓迎です(但し、バスの乗車定員までという制約あり)。参加する方同士、たとえ顔見知
りでなくても、挨拶、昼食や行動を共にするなどして、会話を交わすよう努めましょう。 
■秋の例会は 11 月 10 日(月)長浜(片道 180 ㎞)を予定しています。(周辺を含む)お薦
めの施設や景勝地等、また来年以降の候補地のご提案もお待ちします。 (文責:濱口至信) 

  当日配布しおりより 2 ヶ所変更 ①1/2 ページ line18「長い木=長生き=の橋)」を追加。 

②1/2 ページ line35「深蒸し茶 朝比奈原」→「深蒸し茶 新芽らんまん」        

地区 会員No 氏　名 TEL 場所 地区 会員No 氏　名 TEL 場所

1772 村松　朝雄 8634 川合　まさゑ

3559 松浦　元弘 9720  原　 裕美

4160 加藤　正明 1867 中村　伯司

2516 野中　健一 3090 伊藤　元久

4071 竹内　八郎 3827 鈴木　照二

ご友人 鈴木　年子 ご家族 鈴木　音江

4121 水野　達郎 ○ 4801 鈴木　康夫

5770 池田　稔 4997 寺田　房子

6631 村松　正久 5045 福井　髙三

4189 川合　留義 上島 ご家族 福井　明子

2862 山下　知予子 6128 星野　勝俊

5970 小粥　路夫 9562 稲守　優

7075 栗田　精二 ○ 9586 加藤　正夫 ○

8824 栗田　きみ子 ご家族 加藤　はつえ

ご友人 中村　雅子 10167 小澤　威好

9002 新明　初代 7512 寺田　隆子

3424 山本　巌 3007 鈴木　春子

ご友人 髙山　邦夫 8532 中村　典子

5709 吉野　完治 4993 新村　みち子 上島

6580 染谷　清也 7251 澤木　幸子

7051 後藤　三治 ○ 7266 加藤　美津子

7397 濱口　至信 ○ 備　考

ＯＢ会員37名、ご家族3名、ご友人3名／男性26名、女性17名／集合場所　曳馬協働センター19名、上島駅24名

曳馬

曳馬

曳馬

曳馬

上島

上島

小倉班
(上島東)

加藤班
(上島西)

鈴木班
(曳馬)

水野班
(早出)

栗田班
(十軒)

他区ＯＢ

小倉班
(上島東)
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