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この印刷製品は、環境に配慮した
資材と工場で製造されています。

このパンフレノト内の地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報を使用した。（承認番号 平27情イ軋qlihl l

◎東京都神津島村

神津島と言ったら、やっぱり

ダイビング
DIVING

がオススメ！

透明度日本一に選ばれたこともある美tい海。

黒潮に近い神津島は、魚影が濃く様々な魚達
が見られる、伊豆諸島の中でも屈指のダイビン
グスポットです。砂が自いため海中がとても明

るく、透明度も抜群。砂地や岩場、ケーブやアー
チなど、魅力あるダイビングスポットが多数あ
ります。

欄陸海の中は魚達がいっぱい・

飛び込み台もあり子ども達にも大人気0シュノーケリングも楽しめる長正逗逼遥

真っ白な砂浜が明るく輝く

海水浴場BEA。H
美tい白砂が800m続く「前浜海水浴場」を筆頭に、静

かな入江の「沢尻湾海水浴場」、天上山を望む「多幸湾
海水浴場」、わずらtい砂利敷きの「長浜海水浴場」、木
製の遊歩道がある「赤崎遊歩道」と様々なタイプの海岸
があり、神津島の海は海水浴にうってつけです。

美しく広がる白砂の海岸まで、民宿から歩いて行ける甑

魅力的な旅にしよう

島内散策

SIGHTSEEING

伊豆諸島随一・釣りの聖地！

・：、Illlll●−

フィッシングFISHING

づ

秀吉の朝鮮の役の際、戦争孤児

考古学、歴史、民族など、神津島の歴史を

として日本ほ連れてこられたおた
あジュリア。クリスチャンであった

知るためのパノラマや解説も見聞きできる
興味尽きない資料館です。

ジュリア終焉の地がこの神津島で

神津島潜から徒歩15分

あり、島の人々ほ尽くtたジュリア

周囲に磯が多く、近くに無人島がある神津島は、磯釣り、船釣り

を偲ぶため、この十字架が立て
られまけ。

など初心者から上級者まで様々な釣り方が気軽に楽しめます。

神津島港から徒歩40分

」E芽1．胤

メジナやシマアジ、カンパチなどの大物が釣れ、さらに豊富な魚種が

池という名がついているが、湾のように丸く

多くの釣り人達をとりこにしています。

入り込んだ入江となっています。奇岩と絶壁

駆正磁二一
W■■

に囲まれた入江の景観が美しく、外海が荒

神津島の名の由来を物語るシン

れていても、ここ岐波静かで釣り場としても

ボル。 島の神々が集まってそれ

名高いです。
神津島潜から徒歩60分

ぞれの島ほ水を配分する会議を
1月〜3月

開いた

シマアジ・メジナイスズミ・モロコ・ムツ・アカハタ・
ヒラマサ・カサゴ・メダイ

伊豆七島の中でも特に良質で豊
かな水に恵まれた、神津島なら

閻

4月〜6月

ではの逸話です。
神津島港から徒歩3分

波浪によって出来Jここの岩穴は、ひんやりし
ていて天然のクーラー気分。岩の上には松

シマアジ・カンパチ・メジナ・イスズミ・モロコ・
メタイ・ムツ・アカハタ・ヤリイカ・アオリイカ・
イサギ・フエフキ・ホシタルミ・イシダイ・サバ・
ブダイ・スヂガツオ・マダイ
7月−9月

シマアジ・カンパチ・メジナ・イスズミ・モロコ・
ヤリイカ・アオリイカ・イサギ・フエフキ・

という神話の象徴ですっ

の老木が自生し神話の舞台に彩りを添え
ています。

神津島港から徒歩50分、車1

多幸湾に通じる道路とその周辺に
は、島の野生っっ亡が多数移植
され、4〜5月頃には満開となり、

ホシタルミ・イシダイ・ブダイ・サバ・カサゴ・
アカハタ・マダイ・ヒラマサ・ソウダカツオ

見事な美tさを見せてくれます。

10月〜12月

神津島潜から多幸湾ハス10分
多幸湾から徒歩15分

シマアジ・カンパチ・ソウダカツオpメジナ・
イスズミ・モロコ・フエフキ・イシダイ￠ブダイ・
アカハタ・カサゴ・ヒラマサ・ムツ

自然の岩場を利用t、一度ほ何百人もの入浴 叫j丹轡
が可能な大海を望む大露天風呂と沢尻湾を㌧∴∴㍉巨
見渡すことができる展望露天風呂などが誹，∴
ま弟天然温泉でゆっくりと体を癒すことがで 鳥㌫

．i表
一・

鳥海如餅

きます。（露天風呂は水着着用となっております）

■

▲展望風呂

神津島港から徒歩30分

十＿−…∴

￣二

・・

登山
MOUNTAINEERING
標高572m、島の中央に位置する
神津島のシンボルである天上山は、

「黒潮に浮かぶ展望台」とも呼ば
れ、伊豆七島の島々から遠く富士山
まで素晴らしい眺望は必見。

海岸沿いの平埴な道路。海の景色が目に飛び込む！
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▲神津島港

梱

梱

上り坂が多い道！帰りは下り坂でアップダウンを楽しめる！

腰狩相済針侶
頂上の最高地点を目指すコース①

白鳥登山口コース
天神橋先の分岐まで舗装道を歩き、そこから木の生い茂った林道を進みます。白鳥6合目
から傾斜のある道を白鳥下山口まで進み、天上山の外輪に出ると一面に視界が広がります。
約16分
850m

頂上の最高地点を目指すコース（む

黒島登山口コース
黒鳥登山口まで舗装道を歩き、黒島登山口からは傾斜のある道を登りますが、所々に
休憩用のベンチも設置してあります。背後には前浜が一望でき、開放的です。10合目に
着くと広大な天上山の外輪に出て、表砂漠を見ながら砂と岩でできた道を進みます。

山頂完全周遊コース
自島下山口を起点にした周遊コース。コース全域に背丈の低いオオシマ
ツツジが群生しており5月は見どろほなりますが、それ以外の季節でも山

道の周囲が開けており開放的な景観が楽しめます。天空の丘では本州の
山々、新東京百景展望地からは伊豆諸島、そして裏砂漠展望地からは
三宅島・御蔵島を望めることができます。

讐10︒m⁝

約12分

自島下山口から天上山を一周しようl

キャンプ
CAM P
島内にはキャンプ場が3ヶ所ありますが、中でも都立

多幸湾公園ファミリーキャンプ場は24時間管理人が
常駐しており、デッキテントや貸しテントなどもあり、

手軽にキャンプが楽しめます。
▲サービスセンター

美しい白浜と天上山の断崖がつくり出す多幸湾の間近ほあります。各種団体
から家族連れまで利用でき、長期滞在も可能です。近くに多目的広場があり、
サッカー、野球などが楽tめます。
ーキャンプ場施設一

ーサービスセンター内設備一

・デッキテント

・24時間開放ラウンジ

・フリーテントサイト

・風呂場

・炊事舎
・休憩舎

・個室シャワー

・ファイヤーサークル

・ランドリー

・多目的広場

・共同冷蔵庫

・トイレ

入訓こ鳥居が建ち、中洲には龍神が示巳られている畑

断崖の壮大さに圧倒されるL感

登山道も神秘的な自然に囲まれているE盃喜歪盃ヨ

lF撃・酪

＿＿＿j二三．二∫ ■一．竺・1−■
ヤツコク

オオシマツツジ

サクユリ

シマキンレイカ

島ならではの、海に沈む夕日も美しい囲頑褒詞

イズノシマウメバチソウ

センブリ

サルトリイバラ

ミヤマシキミ

物忌奈命神社例大祭に伴い、御輿ごと海に入る勇壮なお祭り臨詔空遍

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿A

神津島で、神々のパワーをいただく

パワースポット
SPIRITUAL SPOT

これが食べたかった！

‥リ・川′．ト日工！

魚・酒・農

そこにいるだけで、心が洗われたり、ほっと

する、元気が出てくる、運気が好転する…。
「癒t」や「活力」を与えてくれる不思議な

LOCAL SPECIALTIES

場所。霊場や聖地、信仰の厚い場所もパワー
が強いとされており、あらゆる活動の源となる

神津島は、伊豆諸島の中でも魚の宝庫といわれるほど、魚種や漁獲も多く、

エネルギーに満ちあふれたところをいいます。

季節によって水揚げされる生鮮魚は、赤イカ、トビ魚、タカベ、間八、平魚師、

伊勢エビなど、年間を通じて新鮮な魚を満喫できます。

物見奈命神社

阿波命神社

神津島の開祖・物忌奈命を祀る社です。
延書式神名帳には、阿波命神社とともに

伊豆諸島を創造し九といわれている事代主
命の正后・阿波命を祀る社です。延書式神
名帳ほは、物忌奈命神社とともに名神大社
に列しています。階段の石垣と積石が代表
的な古代文様とtて、都の史跡文化財に指

名神大社に列しています。本殿と拝殿こそ
小さいですが、格調の高い建物で、参道は
木々が茂り、神城を感じさせます。

定されています。

島に湧く清水と麦を原料に精製された島焼酎は、特有の二オイが少なく、飲み

えんま洞

やすく、そのうまきは神津島ブランド焼酎とtて人気があります。

高さ3m、奥行き5mの洞窟に、地蔵菩薩
と世にも珍しい笑顔のえんま様が祀られ
ています。無実の罪に泣いた流人が刻ん
だとか・・・。自らの

悪行に恐れた罪
人が心の証しとt
て示巳ったものと語

られています。

＿㌔二●く．ご‥・・・二二：て・

十十縛十十十

庵屋堂

流人墓地

延命山菜響寺

開祖は石野田嘉工門の祖と言われ、堂の
中に阿弥陀如来像を祀り、外の境内には
正観音菩薩を中心に七観音を配し、コの字
型に並べられた33の石像に、御本尊名と
札所番号が刻印されています。

江戸初期のキリシタン殉難者 おたあジュ
リア は、キリシタン禁令にふれ流罪と
なっナこ後、島民の生活向上のために尽くさ

島民はこの寺を菩提寺とし墓の掃除と供

れました。墓石は、宝塔様とよばれる朝鮮
式で、2層の灯籠型
なのが特徴。毎年
5月中旬頃には、彼
女の遺徳を偲んで

花はお年寄りの日課になっています。白砂
を敷きつめた墓地全体が四季のお花畑の
ように美しく、先祖をまつる島民の厚い信

保存食とtて有名な「くさや」レよ青むろやトビウオ
を「くさや汁」に漬けたもので、その汁には、ビタミ
ンBl，B2、カルシウム、タンパク賃が多く含まれて

います。400年前から伊豆諸島で伝わり、一度食べ
たら忘れない味として人気があります。

証書謬型竪琴
明治23年創業の酒蔵が造る神津島名産の麦焼
酎。清らかな水で精製され7乙焼酎は格別！焼酎特
有の二オイが少なく、飲みやすいのが特徴で、ほの
かなぶどうの香りがするものもあります。本格焼酎
鑑評会で、最優等賞を受賞した実績がありますっ

明日葉には様々な効能のことわざがあります。天然
痘にかからないとか、人畜問わず乳の出が良くなっ
たり、胃の薬にもなるそうです。さらに皮膚病で化

膿した箇所に明日葉の黄色い汁を塗ると治ると言
われています。

仰心は、島を訪れる人達に深い感銘をあた
えています。

ジュリア祭が実施さ
れています。

El

二、，・r・て

Ell￣二正＿＿、＿＿憂慮‡
りゅう じ ん さ ま

秩父観音

多幸湧水

竜 神様

島の南端の秩父山は眺望がよく、頂上には
秩父三十四観音霊場を模した観音堂があ
りまも境内には秩父観音と48体もの石仏
が安置されており、村人の信仰を集めてい

神津島は 水配り伝説 という説が残って
るように、水に恵まれた島です。その中で

神津島港内の神木といわれる岩場にまつ

ます。

も多幸湧水は「東京の名湧水57選」に選
ばれJこ湧水で、飲み口もやわらかく、おいし
い水が飲みたい島民はここに水を汲卿こ来

られる小さな社。漁民の守り神として古く
から伝えられています。周りは防波堤で波
しぶきが迫り、勇壮な海の守護神を感じさ
せます。漁民の豊漁安全祈願の祭事には、

代表者が心

島ならではの野趣あふれる味匿辺荘

さわやかで濃厚な香り

︶
芝
竹
︵
京
東
・
浜
横
島
大へ

大東
題醤轟攣H言草
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鍔厨鍔頚︒

・：・村営ハス

曲
0

250

500

1：28000

・：・海水浴場盟
0赤崎遊歩道p4，P8

0長浜海水浴場p4
0沢尻湾海水浴場p4
0前浜海水浴場p4
0多幸湾海水浴場p4

おおだちの入江祭

大人／200円
子供／100円（小学生以下）

÷展望台・展望地倉

○タクシー、ハイヤー
神津島交通………………℡04992−8−0040
都島タクシー……………℡04992−8−0147

・シレンタカー
神津島レンタカー……・＝℡04992−8−0739

0レンタバイク、レンタサイクル

敷めいし海岸展望台pB，P9
貨長浜展望台p8
漆傾道展望地p8

うらん根徐・

パス路線
バス停

髄ありま展望台（ジュリアの十字架）p6，路P9
洩千両池p6，P8

髄神津島灯台p8
盛1≡浦湾展望台p9

髄松山展望台

塵L由

く廠多幸湾展望台。9

神津島オートサービス・＝℡04992−8−0746

碗宮塚山展望地。9
億高処山展望台
（山にある展望台・展望地）

寵不動池p7
腐新東京百買展望地p7】P9
碗裏砂漠展望地p7

0パワースポット⑮
0物忌奈命神社pH〕，Pll
◎阿波命神社pll
Oえんま洞p8．pll

Oジュリアの十字架（ありま展望台）p8，P9
◎流人墓地pll

◎延命山焉響寺pll
⑳秩父観音pll
◎多幸湧水pll
O竜神様pll

Oキャンプ場・バーベキュー場ふ
0名組ドンタクハウスp8

0長浜ドンタク施設
○長浜キャンプ場p8
0沢尻キャンプ場pB
◎都立多幸湾公園ファミリーキャンプ場p8

右のイラストは

0その他の施設・見ところ●

iOS・Android用ARアプリ

『ii⊂0⊂OAR2』

客船行路（荒天時）

に対応しています。

⑳神津島温泉保養センターP6，PB
◎郷土資料館p．6
⑳水配り像p6
⑳佐久友好碑p月

⑳神津島空港

0「COCOAR2」をダウンロードして下さい。
◎ダウンロードしたアプリを起動し、右上のイラストが
画面の中央に映るように合わせて下さい。
◎神津島の色々な景色などがご覧いただけます。

⑳つつじ公園p6

⑳黒曜石層
◎ぶっとおし岩pB

アプリケーションのダウンロードは、
∈左のQRコードを読み取るか、

÷サーフショップ
因コージーサーフ・・・℡04992−8−1803

AppStore／GooglePlayで

「COCOAR2」もしくは「ココアル2」
と検索して下さい。

0貸し釣具店
田つばさ屋商店…・‥℡04992−8−0275

※アプリケーションのタウンロード、及びコンテンツの聞矧こはデータ通信が必要です。
※コンテンツにつきましては′・・一・・部対応できない機種、およびOSのバージョンアップ等にて
一一定期問対応できない場合がこざいます。

神津島村観光協会マスコットキャラクター
鼻

「かんむりん」

