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・定員：30名
・参加費：500 円（税込）
・申込み： 癒しと憩いのライブラリー事務局（高橋亘）
　　　　　電話：090-6544-6878
　　　　　mail : libraryhr.adm@gmail.com

まちライブラリー提唱者 礒井純充さん 講演会
公立図書館 と まちライブラリー との連携について

23(1,1*�7$/.�/,9( 10/1 （土）14:00～16:00

癒しと憩いのライブラリー
伊東市吉田1006 サザンクロスリゾート ホテル内1階

伊東市を中心に伊豆半島の本にまつわる施設が共同して
本を楽しむ催しを行う１ヶ月。

街を訪ねてお気に入りの本を見つけてみては。

本に出逢う伊豆の旅

2022 年 10 月１日 (土 )～11 月 3日 ( 木・祝 )

ブックツーリズム伊豆
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地域の伝統や文化を伝えるプログラム

宇佐美コミュニティセンター
３F 大会議室 ダイロクキッチン

伊東市立伊東図書館

伊東市の祭りや伝統を中心に、日本国内や世界のお祭り・伝統の本を一緒に選書展示します。

伊豆山神社に伝わる富士山縁起を基に描き起こ
された絵巻３巻を読み解きます。

伊東市自然歴史案内人
富士山絵伝絵解き会の会場に

伊東温泉ゆったり・ゆめまちウォーク
コースの展示をします。

・定員：12名（先着順）
・講師：八幡神社宮司/東伊豆町文化財審議員 
　　　稲岡孝宣 さん
・参加費：500円（ドリンク付）
・申込み：ダイロクキッチンgmailへ直接メール
　　　　dai6kitchen@gmail.com
・問合せ： 090-4118-4309 稲岡

東伊豆と頼朝伝説
ダイロク＋vo.12

富士山絵伝絵解き会

10/15 （土）14:00～16:00 10/16 （日）19:00～21:00

10/1 （土） ～ 11/29 （火） 09:30～18:00

稲取市稲取348-2伊東市宇佐美1545-6

祭りと伝統

・定員：30名（先着順）
・講師：原口工房主任 原口由紀子さん
・参加費：無料
・問合せ：富士箱根伊豆国際学会 逸見康成
　　　　 hemmiyasunari@gmail.com
・申込み：代表者氏名・参加人数・電話番号を
　　　　明記の上メール

富士・箱根・伊豆国際学会

場所： 伊東市音無町5-14        休館日：毎週月曜日・祝日・月末図書整理日

八幡神社神宮の稲岡孝宣さんを講師にお招き
して東伊豆と源頼朝の歴史について学びます。

伊豆の祭り・歴史の本を常設貸出中

● りんがふらんか（伊豆高原）

●うさみみ（宇佐美）



スペシャルティーコーヒー
と現代アートの本で寛ぎの
時間を提供するアートブック
カフェ。10月は福井揚さんの
陶芸彫刻企画展を開催。

伊豆高原

壺中天の本と珈琲
 YO FUKUI 展

・(金)～(月) 08:00～16:00
・場所：伊東市八幡野1033-7
・問合せ： 0557-53-8406

10/7 （金 ) ～10/29 ( 土 )

10/22 ( 土 )・10/29 ( 土 )

ITO SMO

伊東市移住促進官民共同プロジェクトチーム
いとうすもうが伊豆の自然をフィールドにした
みつばちワークショップを開催します。 

・日時：10/22(土)・29(土) 10：00 ～
・参加費：おひとり様 500円
・講師：みつばちのーと  田中章雄さん
・場所：伊東市富戸1020-198 牧野設備
・問合せ： 080-5005-3703 山本
　　　

伊豆高原

 みつばちたちの秘密

温泉場お散歩市

・日時：10/9(日)09：00～12：00
・場所：伊豆の国市長岡1056付近
・問合せ：080-3274-3570
  （一社）伊豆長岡温泉エリアマネジメント

10/9（日）伊豆長岡

伊豆長岡温泉南山荘前 温泉場お散歩市
温泉街の空き店舗を活用し、地元産
旬の農産物や地場産品・お土産品・
飲食屋台・ハンドメイド・リメイク品
などが約50店舗が並びます。

伊豆長岡 10/19（水）

ココブンコ

伊豆の国市と伊豆市を中心に
展開している３世代ふれあい
サークル「coco」。図書館や本屋
さんが無い伊豆長岡地区で期間
限定で簡易図書館を解放します。

 図書館 解放日

・日時：10/19(水)10:00～15：00
・場所：伊豆の国市長岡649－1　
・問合せ：sansedai_coco@yahoo.co.jp

,=8�:((.
伊豆半島の魅力を伝えるプログラム

ITOまなびや Station

伊豆高原りんがふらんか内にある学びの施設
ITO まなびや Stationでは、等身大シロクマが
お出迎え。SDGsを通じて生き方を学ぶ本など
を展示。ワークショップも開催します。

・(木)～(日) 10:00-16:00 
・場所：伊東市八幡野1156
・問合せ： 090-3344-4670

 地球まるごとSDGs 

13:00～17:00伊豆高原

熱海

Meets by Arts

アートプロジェクトを始める最初の１歩を
バックアップするMeets by Arts@ATAMIを
主催するミーツ・バイ・アートにより、本と
アートと地域をテーマにした展示＆トーク
イベントを開催。詳細はHPでご確認を。

 ブックアートツーリズム＠熱海

・場所：アトリエ＆ホステル ナギサウラ
　　　熱海市渚町19-6
・問合せ：info@mbarts.net

10/21 （金 ) ～ 10/23 ( 日 )

10/1( 土 )～10/30( 日 )
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伊豆半島の各地で古本市＆マルシェを同時開催します

サガミヤ 広野店

文化堂

・場所：伊東市広野4-1-4
・問合せ：0557-37-6767

人気のマルシェ31回目。
みんなで仮装して、マルシェ会場や
街中を歩き周りましょう。 

09:30～21:00南 伊 東 10:00～15:00伊豆高原

10:00～15:00伊 東

I TO MARCHE

09:00～15:00宇 佐 美

ジオテラス伊東

 ハロウィンマルシェ  宇佐美駅前ブックストリート

 本屋さんの古本市

宇佐美唯一の本屋さん文化堂
を拠点に宇佐美駅前商店街で
本とアートを考える試みを実施
します。

伊豆高原駅のジオが学べる
伊東ビジターセンター（ジオ
テラス伊東）は伊豆高原コン
コースで古本市を開催します。

 古本市

・場所：静岡県伊東市八幡野1183
　　　伊豆急 伊豆高原駅　
・問合せ：0557-52-6100

・場所：文化堂 伊東市宇佐美1795 
　　    宇佐美駅前商店街
・問合せ：0557-48-9353

10:00～16:00

りんがふらんか

伊豆高原

 古本市

10 / 30 （日）

９会場で同時開催

※各会場の衛生対策に従ってください。
※入場は無料です。
※出店をご希望の場合は、各会場にお問合せください。
※開催日時・詳細は予告なく変更する場合がございます。

明治30年創業。地域の史料も
たくさん置かれた老舗の本屋
さんの一角に、古本コーナーを
設置します。新刊と合わせて
ご購入いただけます。

古本市・新刊販売
マルシェ
ライブラリー

・場所：藤の広場
・問合せ： 0557-35-9260
  　　　　r-ship@outlook.jp
※本の出店者も募集しています。

・場所：伊東市八幡野1156
・出店料 1,000円
・問合せ： 080-4125-6850
※無料駐車場あり 
※雨天の際は館内実施

伊豆高原駅から徒歩10分。アート
複合施設りんがふらんか城ヶ崎
文化資料館庭園での青空マルシェ。



壺中天の本と珈琲

11/3 （木・祝）

 あなたのゴミはわたしの宝
伊豆のブックカフェの草分けが企画する
マルシェは一風変わった趣向の終活マル
シェ。人生の整理の品が誰かのお宝へと
循環します。投げ銭ブルースライブも有り。

・場所：伊東市八幡野1033-7
・問合せ： 0557-53-8406
※出店者も募集しています。

),1$/�(9(17

奥駿河の暮らしを楽しむ人達
がセレクトした本が並びます。
約100年前に建てられた
「omusubi」のレトロ空間で
チルタイムをお過ごし下さい。

10:00～15:00沼 津

omusubi
 OKUSURUGA　CHILL TIME

・場所：沼津市内浦三津130
・問合せ：omusubi InstagramのDM
　　    　（@omusubi130）
※マイバッグをご持参ください。

真鶴

TOY Brick & Books
in Manazuru

09:00～16:00

 トイブリブー　解放日
水彩画家 のパイオニア 三宅克己
の旧宅 であるゲストハウスで部屋
を解放し、古本・手作り雑貨・レゴ
などを販売します。
・場所：真鶴町真鶴485-6
・問合せ：blockandbook@gmail.com

%22.�0$5&+(
伊豆半島の各地で古本市＆マルシェを同時開催します

ダイロクキッチン

CLUB HUBlic

・場所：伊豆町稲取 348-2
・問合せ：090-4118-4309（稲岡）
・当日はドリンクのみカフェオープン

普段は会員&ドロップイン利用の方
のみ利用可のオフィスであるCLUB 
HUBlic。この日に限り、古本市＆ライ
ブラリーとして、一般開放します！

・場所：熱海市銀座町10-19
・問合せ：  info@hublic.jp

熱海

10:00～16:00稲 取

 小さな一箱古本市

 古本市 ＆ ライブラリー

港街のリノベまち作り拠点。
ヒト・モノ・コトがつながる
コミュニティスペースです。

※シェア店舗内でご購入いただいた、カフェバールクアルト
　さんのドリンクとドッピエッタさんのジェラートのみ、持ち
　 込み可。
※当店はシェア店舗RoCA内にありますので、併設されている
　 カフェの入り口で手指消毒をしてご来館ください。

13:00～17:00

「あなたのゴミはわたしの宝」は11/3（木・祝）開催です。
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本の魅力を伝えるプログラム

協力：伊東市

ITO COLORS
ひとはこ図書館に、伊東在住の本好きの人たちの「人生を変えた1冊」が勢揃い！

10/1 （土） ～ 12/30（金）

わたしの推し本 １周年記念

場所： サガミヤ広野店 　伊東市広野4-1-4  
問合せ： ITO COLORS 古川勇貴　 info@yuuki.club     

宇佐美で唯一の本屋「文化堂」監修のもと、街をひとつの図書館と見立てショップや
個人宅に本と本棚と設置します。

10/1 （土） ～ 10/31 （月） 

宇佐美まちまるごとライブラリー

場所： 宇佐美地区 各所（詳細は文化堂＆うさみみにてインフォメーションします）
問合せ： うさみみ 鈴木真紀子    usamiusamimi333@gmail.com      

2025 年度、伊東市に新図書館が建設予定です。
建物というハードができるまでに、市と民間が協力して文化や知識というソフトの部分を醸成し

伊東市を中心として伊豆半島が本で繋がっていくコミュニケーションづくりを目指し
BOOK TOURISM IZUを企画しました。

BOOK TOURISM IZUを企画したうさみみ（まちライブラリー）は伊東市宇佐美にある私設図書館です。

BOOK TOURISM IZU は 2022年度アーツカウンシルしずおか文化芸術による地域振興プログラムの支援を受けて開催します

BOOK TOURISM IZU は BOOK FESTA JAPAN 2022の参画プログラムです

企画：うさみみ 支援：アーツカウンシルしずおか

2022 年全国のライブラリーが 2022 年 10・11 月に集結する本イベント
「BOOK FESTA JAPAN」（まちライブラリー実行委員会 2022 主催）
に参画しています。

BOOK TOURISM IZU について

イベントに関するお問合せ：  うさみみ  鈴木真紀子    usamiusamimi333@gmail.com  〒414-0001 静岡県伊東市宇佐美1536-1      

「アーツカウンシルしずおか」は、まちづくりや観光、国際交流、福祉、
教育、産業など、社会の様々な文化芸術を結びつけ、社会課題への対応
や地域の活性化を目指す住民主体の創造的な活動を支援します。


