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―冬休みチャレンジ企画Ⅰ―

１．まゆ玉人形教室

松崎は古くから早場まゆの産地として知られ、幕末から明治にかけては、横浜の生糸商人

が大量買いつけに訪れ、その初まゆ取引で決められる「伊豆松崎相場」は欧米にまで知られ

るほどでした。松崎では、依田佐二平により、明治９年に民営の松崎製糸場が操業を開始し、

その後、明治後半には岩科村の岩科にも製糸場が設立されました。現在、松崎でのまゆの歴

史・文化を重要文化財岩科学校資料室にて紹介しています。これに併せ、重要文化財岩科学

校でまゆ玉を使用したまゆ玉人形教室を開催し、繭玉に触れ楽しく学ぶことができます。（所

要時間1時間30分～2時間） 

▲まゆ玉人形教室 
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【期 間】 まゆ玉人形教室  平成 27年 12月２6日（土）～ 12月 28日（月）

               平成 28年 1月 2日（土）～  1 月  4 日（月）

 午前 10時～正午（1回目）、午後1時～午後3時（2回目） 

【予約受付】平成27年 12月 1日（火）～（午前9時～午後5時まで） 

【参加定員】10名（小学生以上）、但し低学年は保護者同伴 

【料 金】 まゆ玉人形教室   1 名 ５００円（まゆ玉白４個・カラー２個） 

【場 所】 重要文化財岩科学校 まゆの資料室 

【問合せ】 重要文化財岩科学校 ℡０５５８－４２－２６７５ 

【交 通】 バス：松崎より「八木山」行きバス「重文岩科学校」下車すぐ 

（所要時間９分） 

車：松崎より国道136号で３．５㎞ 



―冬休みチャレンジ企画Ⅱ―

２．漆喰鏝絵制作体験・光る泥団子作り

松崎町が生んだ漆喰鏝絵の名工・入江長八の作品を展示、公開する伊豆の長八美術館では、

冬休み期間中「漆喰鏝絵制作体験」を実施します。美術館職員の指導で線画を基本として鏝

絵を作成、着色し、オリジナルの作品を作ることができます。（所要時間：約 1 時間 30

分～2時間） 

また、毎回好評の「光る泥団子」も期間限定で体験できます。泥団子に漆喰を塗って丁寧

に磨くとキラリと光り輝く泥団子が出来上がり、きっと素晴らしい宝物になることと思いま

す。（所要時間：約１時間３０分～2時間） 

▲漆喰鏝絵制作体験 
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【期 間】 漆喰鏝絵制作体験  平成 27年 12月 26日（土）～12月 28日（月）

午前10時～正午（1回目）、午後 1時～午後 3時（2回目） 

      光る泥団子作り   平成 28年 1月 2日（土）～ 1月 4日（月）

      午後 1時～午後 3時（1回のみ） 

【予約受付】平成27年 12月 1日（火）～（午前9時～午後5時まで） 

【参加定員】各体験10名（小学生以上）、但し低学年は保護者同伴 

【料 金】 漆喰鏝絵制作体験 1名 １，０００円 

      光る泥団子作り  １名   ７００円（袋付き） 

【問合せ】 伊豆の長八美術館 ℡０５５８－４２－２５４０ 

【交 通】 バス：松崎より「雲見入谷」「八木山」行きバス「長八美術館」下車 

（所要時間３分） 

車：松崎より国道136号で1.３㎞ 



―町内散策でエクササイズ―

３．伊豆まつざき荘＆ノルディックウォーキング 

伊豆まつざき荘では、宿泊されたお客様にノルディックウォーキング用ポールの貸出しを

無料で行っています。誰にでも簡単にでき、エクササイズ効果が高い最新フィットネスウォ

ーキングは、2本のポールをつきながら歩くことで脇、肩甲骨、背筋、腰の筋肉をよく使う

ので健康効果は倍増します。また、年齢を問わず誰にでも楽しむことができます。 

施設では、おすすめコースマップ（町内を散策する行程約 1 時間コース）を作成し利用

されるお客様にご案内しています。 
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【受  付】 伊豆まつざき荘（フロント） 

【ご用意】  5 名様までのご用意となります。 

【利用時間】 午前 8時～午後6時 

       ※早朝のご利用希望は、前日、午後8時までに 

フロントにて予約となります。 

【問合せ】 伊豆まつざき荘 ℡０５５８－４２－0450 

     info.matsuzakisou@izu-matsuzaki.com 

         http://www.izu-matsuzaki.com 



―ゆっくりと年末年始を松崎で― 

４．松崎のお正月行事 

年末年始に、松崎町にお泊りになりましたらお正月の行事に参加してみませんか。初詣は、

本殿前まで進み、願いを込めてゆっくり手を合わせることができますし、きっと良い１年に

なることと思います。また、破魔矢や絵馬、干支の置物などが販売され、お神酒やお汁粉、

おでんなどのサービスが行われる神社もあります。 

                          ▲乗り初め（雲見海岸） 
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【日 時】 １月１日（金・祝） 

      ◎初詣（伊那下神社・伊那上神社・船寄神社など町内各神社） 

      １月２日（土） 

      ◎乗り初め（雲見海岸・午前９時～） 

       海岸に立てた櫓の上から餅やお菓子などがまかれます。 

【問合せ】 松崎町観光協会 ℡０５５８－４２－０７４５ 

【交 通】 バス：松崎より「雲見入谷」行きバス「雲見浜」下車 

（所要時間１９分）徒歩１分 

車 ：松崎より国道１３６号線経由で雲見まで９km（１４分） 



催 し ご よ み

行  事  名 期   日 場     所 

 乗り初め  １月２日  雲見温泉 

 菜の花見頃  ３月～  那賀川・岩科川沿い 

 桜見頃  ３月下旬～  町内各所 

 大規模花畑見頃 ３月初旬～  那賀地区 

 れんげ草見頃  ４月初旬～  町内各所 

なまこ壁と桜のツーデーマーチ  ４月上旬  町内各所 

 中川三聖まつり  ４月第1日曜日  道の駅花の三聖苑 

 岩科重文まつり  ４月第４日曜日  重文岩科学校周辺 

 ヤマツツジ見頃  4 月下旬～５月中旬  雲見高通山 

 岩地温泉大漁まつり  ５月第３日曜日  岩地海岸 

 シャクナゲ見頃  ５月中旬～５月下旬  長九郎山 

 キス・アジ釣り  ５月中旬～  町内海岸 

 鮎釣り解禁  ６月１日  那賀川・岩科川 

 雲見温泉サザエ狩り  ７月中旬  雲見海岸 

 海水浴  ７月～８月 松崎・岩地・石部・雲見海水浴場 

 花火大会  ８月１５日  岩地・雲見海岸 

 花火大会・灯篭流し  ８月１６日  松崎海岸・那賀川 

 キャンドルロード  ８月中旬  雲見海岸 

 伊勢海老漁解禁  ９月中旬  岩地・石部・雲見 

 長八まつり  ９月下旬  長八美術館周辺 

 雲見温泉海賊料理まつり  １０月第２日曜日  雲見海岸 

 秋まつり  １１月２日～３日  町内各所 

 川のり採り  １２月下旬～  那賀川・岩科川下流 

関係機関一覧 

松崎町振興公社 TEL 0558(42)1881 FAX 0558(42)1950 担当：鈴木

    ホームページ http://www.izu-matsuzaki.com/  

    アドレス    green@izu-matsuzaki.com 

松崎町役場企画観光課 TEL 0558(42)3964 FAX 0558(42)3183  

松 崎 町 観 光 協 会 TEL 0558(42)0745 FAX 0558(42)2092  

松崎町温泉旅館組合 TEL 0558(42)2799 FAX 0558(42)1449  

伊 豆 ま つ ざ き 荘 TEL 0558(42)0450 FAX 0558(42)0796 


