


　本州の中で、伊豆半島だけが“特異な成り
立ち”を持っていることをご存知でしょうか。伊
豆半島は今から2000万年前、遥か南の海で
海底火山として生まれました。長い年月をか
けて北上し、100万年前頃に本州に衝突。火
山活動を繰り返しながら、60万年前には現在
のような半島の形になりました。火山島である
ため、高い地熱で温められた地下水が各地
で温泉として湧きだし、衝突によって作られた
複雑な地形が、数々の絶景を生み出してい
ます。

　「不思議！」「どうして?」すべての景色に大
地の物語がある伊豆半島。例えば、幻想的
な景色が人気の堂ヶ島「天窓洞」の火山崖
の白さと美しい模様は、海底火山時代に噴
出した火山灰や軽石が海底に降り積もり、そ
の後、隆起したから。また、「大室山」の溶岩が
赤黒いのは、陸上火山時代の噴火でできた
スコリア丘だから…など、その成り立ちがわか
る「ジオストーリー」を知ることで、見慣れた景色
が違って見えるはず。ジオの目線でめぐれば、
さらに楽しい、新たな冒険が待っています。

　2012年に日本ジオパークとなった伊豆
半島は、現在、世界ジオパークへの認定を
目指しています。ジオパークとは「地球・大
地（ジオ）の公園（パーク）」を意味し、地球
の活動によってできた自然や文化を学び、
守り、楽しむことができる場所のこと。伊豆
半島ジオパークでは「南から来た火山の
贈りもの」をテーマとし、313カ所を「ジオポ
イント」に指定。自然遺産の保全や子どもた
ちの教育、ジオツアーなど様々な活動を通
して、大地の素晴らしさを伝える活動をし
ています。

　下田市の「龍宮窟」。波や風による浸食で大きく削られた海食洞で、天井が崩れて天窓が開いてお
り、芸術的な地形を楽しめる。表紙の写真もここ。　海岸には、太古の海底火山の噴出物が作り出す
絶景が多数点在。「吉佐美大浜海水浴場」では、噴出物の地層を間近に見ることができる。　伊豆
大仁付近、道路からも目を引く「城山」は、海底火山の地下から上昇してきた「マグマの通り道（火山
の根）」。　溶岩と川の流れが作り出した「河津七滝」はジオ目線での見どころたっぷり。「蛇滝」は
溶岩流がゆっくり固まった際にできた柱状の割れが蛇のウロコのよう。　河津七滝、「初景滝」の脇
で、六角形に近い柱状の割れ目（柱状節理）が間近に見られる。　松崎町にある、石を切り出した跡
の洞窟「室岩洞」。海底に積もった火山灰からできた伊豆石は、軽くて加工しやすく、江戸の町のい
たるところで使われた。
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龍宮窟

三島駅

沼津駅

鮎壺の滝

爪木崎

城山

柿田川

走り湯

玄岳

御浜岬

楽寿園

堂ヶ島　
天窓洞

駿河湾

恵比須島

ユウスゲ公園

河津七滝
細野高原

千貫門

浄蓮の滝

下白岩

城ヶ崎
海岸

室岩洞

大室山

ジオリア

吉佐美大浜
海水浴場

鮎壺の滝

これは石?お菓子? 「ジオ菓子」とは

★有孔虫化石ヌガー　［伊豆市下白岩］★柱状節理（俵磯）ココアクッキー　［下田市爪木崎］

黄瀬川にかかる落差約10m
の滝。1万年前に富士山から
流れてきた三島溶岩の断面
が見られる。

ユウスゲ公園

恵比須島

堂ヶ島　天窓洞
海底火山がつくった芸術的な
地形や岩肌が満喫できる。海
食洞である天窓洞は、天井から
差し込む光が神秘的な空間。
★美しい地層を海から楽しめ
　る遊覧船での洞窟めぐりも
　おすすめ。

島を一周する遊歩道には、軽
石や火山灰が作る美しい縞
模様や、海底を流れた荒 し々
い土石流の地層など、太古の
海底火山の名残が見られる。
南側には波の浸食による平
坦な岩場・千畳敷もあり。

奥石廊の「池の原」にあるユ
ウスゲが自生する「ユウスゲ公
園」。展望台では、伊豆が海
底火山だった時代の地層や、
半島になってからの火山を一
望できる。

伊豆の風景やストーリーを切り取ってお
菓子化した、MAP付き体験型お土産
ツール。「ジオガシ旅行団」は認定ジオ
ガイドによるツアーも開催しています。

伊豆半島の「東西南北」を代表するポイントをピックアップ。
山に川に、海に湖に、そして街の中にも、
気づくとおもしろいジオの魅力があなたを待っています。

伊豆半島ジオパーク推進協議会
小柴宇一郎さん

「伊豆半島を元気にする」ために、伊豆
半島を満喫できるツアーガイドやイベン
トなど、様々な取り組みをしています。い
きなり現地に行っても風景は何も語って
くれません。ぜひジオリアで、あなたの伊
豆を読み解くヒントを見つけてください。

※ジオリアにて　販売中

伊豆市修善寺838-1 修善寺総合会館内
TEL.0558-72-0525
開館時間　9：00～17：00（入館受付16：30まで）
水曜休館（祝日の場合は翌日休館）　入館料無料

伊豆半島の大地の成り立ちや地形を、プロジェクションマッピングや模型などで
学び、体験できる。ジオポイントの見方を深め、
何倍も楽しむために、まずはジオリアへGO！

大室山
火山活動によって噴出したス
コリア（マグマのしぶき）が積み
重なってできた火山で、伊豆
のランドマーク的存在。山頂
から流れた溶岩は海まで達し、
城ヶ崎海岸の変化に富んだ
海岸線を作った。
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おいしい食べ物や特産品、
文化や伝 統を守る職人さ
ん…知っているようで知ら
ない地元のいろんな「色」
にフォーカスするシリーズ。

今回は、初めての方でも
気軽に始められる
仏像彫刻について
ご紹介します。

若い人から年配の方まで静かな人気の仏像
彫刻。可愛らしいお地蔵さまや如来像、菩薩
像など、自分の好きな仏像を彫れるのも魅力
の一つです。彫ることに集中し、“自分の心の
より所として”、“大切な家族のために”と思い
を形にしていきます。木の中にいらっしゃる仏
様をお迎えする気持ちで彫り上げていく、木
と向き合う静かな時間を味わえます。

丸木や木端に彫る立体的な仏像もあります
が、平面的な板に版画のように彫っていく仏
様が初めての方にはおすすめです。彫りやす
い木材は、ヒノキやクス、アカマツなどで、ホ
ームセンター等で手に入ります。使用する道
具は彫刻刀。平刀や丸刀、三角刀など5本か
ら7本セットをご用意ください。

木材や道具など　予備知識気持ちを形に　　仏像彫刻

本を見て独学でもできますが、
先生から彫り方の指導が受けられる教室もあります。

山崎先生による
「木造 不動明王立像」

「仏像彫刻」を体験できる場所

■SBS学苑 
藤枝校「仏像彫刻」
藤枝市駅前3-4-4 
江崎毎栄ビル1F
講師：袴田恒夫
問合せ：054-644-5103

■修禅寺旧庫裡（本堂横）
伊豆市修善寺964
講師：山崎仁
日時：毎月第2・4土曜日　13：00～16：00
問合せTEL.090-4360-6203（山崎）

◎土台をつくる

木の板に下書きをして、
板の角を丸くします。

お地蔵様の本体、台座、
光背の輪郭を決めます。

図面を書き、お顔を彫り、
全身、光背を仕上げてい
きます。

子どもや旅人の守り本尊、
お地蔵さまのできあがり！
お守り袋に入れれば、携帯
もできます。

光背を削り、本体の厚み
を出します。

光背

本体

台座

■グルメ厨房生田
伊東市八幡野1283-106
講師：山崎仁
日時：毎月第2・4水曜日　14：30～17：30
問合せ：TEL.0557-54-0501

■大和宗雲 仏像彫刻教室
[富士教室] 富士市柚木
[下田仏像教室］ 
下田市横川1066-18
講師：大和宗雲
各問合せ：0558-28-1822

■SBS学苑 
静岡校「仏像彫刻」
静岡市駿河区登呂3-1-1
講師：大和宗雲
問合せ：054-282-1191

◎本体をつくる

★お話をうかがった人
仏師 山崎仁さん

飾っても、贈っても癒される。手のひらサイズのお地蔵様の作り方、
その大まかな流れをご紹介します。

一番難しいのは「お顔」。
一生懸命に彫ると、
作り手に似てきます。

興味のある方はぜひ教室へ
見学にいらしてください。

■SBS学苑 
沼津校「仏像を彫る」
沼津市大手町1-1-6 
イーラde3F
講師：大和健（宗雲佛像彫刻研究所）
問合せ：055-963-5252

◎各受講料：3,000円（1回） 彫刻材：500円（初回）※テキスト、彫刻刀はご相談ください。

※

※詳細の住所はお問合せください。

手のひらサイズの板彫りタイプ

お守り地蔵の作り方　

約
6
cm

約5cm



今回は…『行楽に嬉しい！テイクアウトができるお店』をご紹介します。
あなたの街のJA職員が、こっそり教えるおすすめSPOT。地元で評判のその理由、その魅力をご紹介！

※掲載データは2017年4月のものです。発行後に変更になる場合がありますので、お出かけの際には電話等で事前に確認されることをおすすめします。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

口コミ
情報

WAI
WAI

WAI
WAI

◎次回は、
JA職員お薦めの
『□□□□□□□□□』を
ご紹介します。お楽しみに！

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

◎次回は、
JA職員の
『涼しくなれる！
ひんやりメニュー』
をご紹介します。
お楽しみに！

地元の食材を使い、地
元に愛され続けるサンド
イッチ専門店。目立つ看
板もなく小さなお店で
すが、お昼前には品薄状
態です。常時40種類ほ
ど品揃えがあり、どれも
ふわふわの食パンにぎ
っしりと具が入って見た
目も大満足！大きなイチ
ゴが入ったフルーツサ
ンドは、生クリームでは
なくバタークリームを使
用。食後のデザートやお
子さんのおやつにもぴ
ったりですよ。

JAとぴあ浜松 飯髙雅美さんおすすめ
あんでぃ

JAとびあ浜松 和地支店 飯髙雅美

浜松市西区和地町4767-3 
TEL.053-486-0729
（営）10：00～売切れ次第閉店
定休日：月曜日・火曜日

開店以来38年、世代を超え
てファンが増え、海外出張前
や帰省時に必ず寄る人も。
動物園やフラワーパークへ
行く前にお店を見つけたら
ぜひ寄ってみてください。

地元のイチゴ・ブルーベ
リー・ラズベリーなどの
フルーツを使用したマフ
ィンは、ずっしりとしたボ
リューム感！イタリア「カ
フェ・カリアーリ社」の豆
を使用したこだわりのエ
スプレッソは深み豊かな
味わい。一度は試してい
ただきたいです。オーダ
ーメイドケーキの種類
もいろいろあり、お祝い
ごとなどの特別な日に
おすすめです。

ＪＡ伊豆の国 中村光里さんおすすめ
カフェ＆バル 掌（たなごころ）

ＪＡ伊豆の国 長岡支店 中村光里

伊豆の国市長岡1191-2（順天堂大学静岡病院から徒歩3分）
TEL.055-944-6377
（営）10：00～18：00L.O.　定休日：日曜日
http://www.shizuoka-navichi.net/shop/shop.shtml?s=4297
 

掌（たなごころ）特製、
アパレイユのフレンチ
トーストを堪能して、
マフィンをテイクアウ
ト！！これが私のおすす
めプランです。

長年、繊細な和食の調
理をしてきた料理人が
ピッツァの本場イタリア
のミラノまで行き一番
の人気店にて修行。ミ
ラノの味を忠実に再現
しています。おすすめは
「フォカッチャ ウオタツ」
女性人気NO.1です。材
料にはかなりこだわって
います。ぜひ一度本場
ミラノの味をご賞味下
さい！！

JA掛川市 落合沙季さんおすすめ
魚達＆Pizza ＵＯＴＡＴＵ（うおたつ）

JA掛川市 東山口支所 落合沙季

掛川市伊達方480-5　TEL.0537-27-1794
（営）平日16：30～19：30  土日祝11：00～13：00、
16：30～19：30　定休日:月曜日・火曜日
https://www.b-mall.ne.jp/t/2014/558526/

ピザの定番マルゲリ
ータや4種類のチー
ズのピザから、シラス
を使ったものまでメニ
ューも多彩。やみつき
になるおいしさです。

ＪＡ御殿場管内の農家さ
ん達が、地場野菜を販
売している道の駅すば
しり。その店先で販売し
ている、ごてんばこしひ
かりの米粉を使った「も
ちもちカレーパン」は、
お餅のような食感で、具
のカレーは辛さ控えめ
なので、お子様でもＯＫ！
はちみつカプチーノと
も相性バッチリ。富士山
を眺めながらドライブの
お供にどうぞ！！ 

JA御殿場 鈴木彩霞さんおすすめ
道の駅すばしり ＦＵＪＩＹＡＭＡ ＣＡＦＥ

JA御殿場 中央支店 鈴木彩霞

駿東郡小山町須走338-44
TEL.0550-75-6363
（営）9：00～16：00（平日～15：30）（冬季休業有）
http://www.subashiri.jp/

見た目はホットドックの
ようですが、食べるとも
っちもちのおいしさ。ほ
かにも地域の特産品が
揃っているので、ぜひ立
ち寄ってみてください！

2017年2月、ＪＡ静岡市
美和支店前にオープンし
た地産地消のお店です。
新鮮な野菜にお弁当や
惣菜、かしわ餅などのお
菓子は農家の女性たち
の手づくり。デザイン学
校の生徒とのコラボ商
品“ほころぶっせ”は、地
元のイチゴを使ったジャ
ムをサンドしたブッセで
お土産にぴったりです。
新緑の季節、ぜひ寄って
みてください。 

JA静岡市 栗山佳久さんおすすめ
ＪＡ静岡市女性部販売所 アグリロード美和

JA静岡市 美和支店 栗山佳久

静岡市葵区安倍口新田537-1
TEL.054-296-7878
（営）9：00～14：30（正月以外無休）

アグリロードに寄れば
お弁当からデザート、
お土産まで揃います。
新茶もお店に並ぶこ
の季節、お買い物も
楽しめますよ！



生前贈与は、生きているうち（生前）に、財産を譲る（贈与する）ことです。税制を上手に活用するこ
とで相続財産を減らし、それによって相続税を軽減することができます。前回の「暦年贈与」につづ
き、今回は、マイホームや教育、子育て・結婚資金などに関わる生前贈与の
基本事項や活用方法などをご紹介します。

贈与税の配偶者控除の計算式 ［課税価格－配偶者控除（2,000万円）－基礎控除（110万円）］×税率－控除額＝贈与税

※不動産などの名義変更が必要な財産の贈与は、名義変更も忘れずにしておきましょう。

贈与の申告をして特例適用

●婚姻期間が20年以上（婚姻届から贈与の日まで）
●国内の居住用不動産またはその取得のための金銭の贈与
●贈与の翌年3月15日までに居住用に使うこと
●その後も引続き居住用に使う見込みであること
●同一の配偶者について既に適用を受けていないこと

この制度を使って、贈与を受けた財産と相続財産を合計した金額が、相続税の基礎控除額以内であれば相続税はかかりません。
また、事前に渡したい人に財産を渡せるので、贈与者の意思を尊重することができます。

贈与を受けた財産を相続財産の中に加えて相続税を計算。
贈与時に支払った贈与税額があるときは、その者の相続税額から差し引かれる。
納めた贈与税額が相続税額より多ければ還付される。

贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までに、贈与税の申告書と相続時精算課税選択届出書を
税務署に提出。

贈与税の累計で2,500万円の特別控除枠がある。
これを超える部分については一律に20％の贈与税を納める。

贈与者（父、母、祖父、祖母）それぞれについて選択可。
相続時精算課税を選択した場合は、その人からの贈与は、その年以降、暦年贈与に変更不可。
110万円以下の贈与でも申告が必要となる。

60歳以上の父母又は祖父母から、20歳以上の子又は孫への贈与。
　※住宅取得等資金を贈与する場合は、贈与者の年齢要件なし
　※贈与があった年の1月1日現在の年齢
　※夫から妻への贈与は対象外
　※贈与を受ける人の人数制限はなし

対象者

主な要件〈抜粋〉

原則として60歳以上の父母又は祖父母から、20歳以上の子又は孫に対し、財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度です。
特別控除として2,500万円までの贈与には贈与税がかかりませんが、適用となるための要件がありますので確認しましょう。

相続発生時

手続き

贈与税の計算

制度の選択

婚姻期間が20年以上の夫婦に限り一定の要件を満たせば、夫婦の間での2,000万円までの贈与が控除される制度です。
110万円の基礎控除とあわせることができますので、合計2,110万円まで贈与税が非課税の扱いとなります。



税理士　柴原一

※税金の制度は毎年改正があります。本誌記載の各種制度の適用要件等の詳細については、国税庁ホームページで確認いただくか、
　税理士にご相談ください。

子育て・結婚資金の一括贈与の非課税措置
父母や祖父母から20歳以上50歳未満の子・孫・ひ孫に贈与する場合、
もらう人ごとに1,000万円までの贈与を非課税とする制度です。
結婚・婚礼費用、出産費用、教育費用、住宅取得費用などが、父母や祖父母からの（一括）贈与で賄えるようになります。

適用を受ける場合
この非課税制度の適用を受けるためには、金融機関等で教育資金専用口座の開設等を行い、
教育資金非課税申告書をその金融機関等の営業所等を経由して提出します。

使い道
学校等に直接支払われる各種費用のほかに、学習塾、スポーツ・文化芸術に関する習い事、
通学定期券代等
※口座を開設した金融機関に対して、領収書・明細書等を提出し、口座から支払いを受けます。

本来、子や孫の教育費は、父母や祖父母がその都度、直接支払うような場合は、原則として贈与税はかかりません。
とは言え、教育を終えるまでに相当の年数があり、その都度の援助が年齢的に難しいと考えられる場合に、この制度が
活用できます。
贈与する孫やひ孫の人数について制限はありませんが、一人に対して1,500万円の上限があるため、配偶者側の直系尊属とも
相談してから贈与額を決めることをお勧めします。

教育資金の一括贈与の非課税措置
直系尊属から年齢が30歳までの子や孫（ひ孫も可）の教育に充てる
資金として最大1,500万円までの贈与を非課税とする制度です。

主な要件〈抜粋〉

（1）贈与を受けた時に贈与者の直系卑属（贈与者は受贈者の直系尊属）であること。
（2）贈与を受けた年の1月1日において、20歳以上であり、その年の所得税に係る
　  合計所得金額が2,000万円以下であること。
（3）平成21年分から平成26年分までの贈与税の申告で「住宅取得等資金の非課税」の適用を受けたことがないこと。
（4）贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築等を行い、
　  所有、居住（確実な見込がある場合も可）すること。

平成29年度に住宅用家屋の取得等に係る契約の締結日がある場合・・・省エネ等住宅 1,200万円 左記以外の住宅 700万円

平成27年1月1日から平成33年12月31日までの間に、父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、
自己が居住するための住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等（以下「新築等」といいます。）の対価に充てるための
金銭を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となります。

住宅取得等資金の非課税制度



■編集後記

〒422-8621　静岡市駿河区曲金三丁目8番1号
TEL.054-286-0099 FAX.054-284-9902
http://www.jabank-shizuoka.gr.jp

発行元　
静岡県信連JA企画推進部

応募方法

平成29年6月30日（当日消印有効）
●プレゼント当選者の発表は、
　賞品の発送をもって代えさせて
　いただきます。

〒422-8621
静岡市駿河区曲金三丁目8番1号　
静岡県信連JA企画推進部　
『JAmp』プレゼント係

個人情報の
取り扱いについて　

皆様からお預かりした個人情報につきましては、『ＪＡｍｐ』誌面作成の参考、
プレゼント送付に必要な範囲でのみ利用させていただきます。
法的開示要請以外に、ご本人の同意なく第三者への提供は致しません。

宛　　先

応募締切

H29/5 第25号
今回の「伊豆半島ジオパーク」特集、いかがでしたか。伊豆半島にある7市8町には、現在300
以上ものジオポイントが認められています。表紙を撮影した龍宮窟に向かう途中にも、海岸か
ら見える崖や噴出物が多数あり、火山の地層や溶岩の名残が感じられてとても興味深かった
です。「ジオ目線」で見れば、普通に見える海岸も大地のロマンを感じるスポットに早変わり。伊
豆半島の新しい楽しみ方が増えたように思えました。今回紹介したスポット以外にも、たくさん
の不思議や絶景があります。ガイドさんの話を聞きながら巡るツアーも開かれているので、興
味のある方はぜひお問い合わせしてみてください。

官製ハガキに①郵便番号②住所③氏名
④年齢⑤電話番号⑥希望賞品（第１希
望・第２希望）⑦本号の感想や「こんな特
集を読みたい」というご意見を明記の上、
下記宛先までご応募ください。

今回の『JAmp』はいかがでしたか？
あなたのご意見、ご感想をお聞かせください。

ご応募いただいた方の中から抽選で、
ご希望の商品をプレゼントします。

●JAバンク静岡ホームページでは、『JAmp』最新号をはじめ、バックナンバーもご紹介しています。トップページよりご覧ください。

ジオガシ標本BOX2017
…2名様
伊豆半島各地の風景を切り取った
ジオ菓子の9個入りセット。
ぜひ現地へ行って、
景色とお菓子を見比べてみては。

伊豆半島ジオパーク 
トレッキングガイド
『伊豆の山歩き 海歩き』…2名様
伊豆半島のジオサイトを体感できる、
22のトレッキングコースを紹介。
ガイドブックを片手に絶景を巡れます。

ジオルーペ…3名様
コンパクトで首からかけられる、
倍率15倍のルーペ。
アウトドアでの鉱物・
植物観察におすすめ。
※色はお選びいただけません。

SUUNTO A-10 コンパス…2名様
ハイキングやオリエンテーリングに最適。
コンパクトで使いやすいデザインのコンパスです。

見本お米券2kg
…10名様


