
2018年秋号
自然情報・イベント情報を

Facebookで更新中。

答：モミジを顕微鏡で見てみました



自然を満喫するために 第７回

普段の生活の中で聞こえてくる人の声。お父さんの声・お母さ
んの声・知らない人の声・安室奈美恵の声・・・・・等沢山の声
を識別しています。自然の中でも鳥の声・虫の声・風の音・電車
や車の音等いろいろな音を聞き分けていますが、人の声のように
何の鳥が鳴いているのか、何の虫が鳴いているかなど聞き分ける
ことが出来たらもっと楽しく歩けるようになれます。聞き分ける
コツをを考えてみましょう。
鳥や昆虫、動物の声には、リズムや音程、抑揚があります。こ

れを利用して人の言葉で表します。例えば、「ウグイスは何と鳴
きますか」と聞くと「ホー、ホケキョ」と答える人が多くいます。
これはウグイスの鳴き声を擬音で示していますが「法、法華経」
と言葉にすることで覚えやすくなり、この手法を「聞きなし」と
いいます。普段の生活の中でも子供に「ワンワン」だねとか、
「ニャーニャ」だよなど、犬・猫を鳴き声の擬音で話すこもある
と思います。でも、鳥のさえずりなどのように長く複雑なものは、
擬音で覚えるのはなかなか難しいので、音程やリズムを言葉に置
き換えて覚えると覚えやすくなります。ホオジロのさえずりは
「一筆啓上奉り候（いっぴつけいじょうたてまつりそうろう）」
でも若い人には理解できないかもしれない文では役に立ちません。
そこで「札幌ラーメン、味噌ラーメン。」と聞きなすと小さい子
供にも分かります。皆さんも、自由な発想で作ってみてください。

【聴覚を磨こう】

ホオジロウグイス

記：こうづま



『ススキ草原ものがたり』
仙石原ススキ草原は、銀の穂を風にそよがせ、箱根の秋の風物詩とし

てすっかりお馴染みとなりました。

台ヶ岳の北側に位置するおよそ18万平方メートル（東京ドーム約４個

分）の広大な斜面を覆いつくすススキの穂波は、９月下旬から１１月上

旬に見ごろとなり、多くの観光客が訪れます。この時期には臨時駐車場

も開設されます。

この地のカヤ類は、昔は屋根材や馬の飼料として活用していたために

草原の維持が良好になされていました。しかし、生活様式が変化してそ

うした利用がされなくなると、火入れなどの保全活動も行われなくなり、

灌木類が目立つようになってきました。

そこで、箱根町では、草原の景観を守るため、山焼きを復活させ、毎

年３月頃の風の穏やかな日を選んで実施しています。

なお隣接する天然記念物に指定されている湿原については、ボランティ

アの協力のもと、冬の草刈りや、初夏のヨシやススキ刈りなどを手作業

で行っています。

草原に関連するエピソードをひとつ紹介しましょう。

現在、箱根湯本駅と強羅駅の区間で運行中の箱根登山電車の明治末期

のルート計画には、なんと強羅から仙石原の草原を経由して、当時東海

道本線の一部であった御殿場線の佐野駅（現裾野駅）までを結ぶ案があ

りました。

自然に配慮した施工をとのことでしたが、工事の困難さなどの理由か

ら不採用となったようです。もし実現していたらどんな風景になってい

たのでしょうね。

記：ナメハル

箱根湯本駅から箱根登山バス（T路線）で約27分

箱根ビジターセンターから箱根登山バスで約5分

「仙石高原」バス停下車すぐ

山焼きの様子

2017/3/9撮影



“自然を親しむには歩くのが一番” 記：トーマ

四季折々の美しい自然や野鳥の姿、さらには史跡などをたっぷりと楽しむこ
とができる首都圏近場の観光地箱根、歩いて楽しむことができるハイキング
コースについて紹介をします。箱根には、体力にあわせて選べるコースが
「24」ありますが、ここでは、自然の宝庫である箱根ビジターセンター周辺
の４つのハイキングコースについて紹介をします。

① 仙石原（矢倉沢経由）～ 金時山コース［全長：2.3㎞］
難易度：アップダウンがあり、急勾配の上り・下りあり
交 通：桃源台行バス 仙石バス停下車

御殿場行バス 金時登山口バス停下車
金時山山頂経由で、御殿場足柄駅及び南足柄市の足

柄峠と夕日の滝・地蔵堂への３つのハイキングコース
もあります。

④ 湖尻 ～ 深良水門 ～ 長尾峠コース［全長：5.1㎞］
難易度：アップダウンがあり、急勾配の上り・下りあり
交 通：桃源台行バス 箱根レイクホテル前バス停下車
江戸時代に作られ、今も灌漑用水として使われている

深良用水を見るのも興味深い。眼下に芦ノ湖を望み、尾
根からの富士山の眺めも素晴らしく天気の良い日には、
はるか南アルプスが望むこともできます。

③ 金時山 ～ 乙女峠コース［全長：1.9㎞］
難易度：アップダウンがあり、急勾配の上り・下りあり
交 通：桃源台行バス 仙石バス停下車

御殿場行バス 金時登山口バス停下車
金時山から乙女峠にかけては、箱根外輪山の稜線が

続き、眺望は良いが起伏があり、危険な所には手すり
の鎖がつけられています。

② 仙石原（公時神社経由）～ 金時山コース［全長：2.1㎞］
難易度：アップダウンがあり、急勾配の上り・下りあり
交 通：桃源台行バス 仙石バス停下車

御殿場行バス 金時登山口バス停下車
金時山の麓には、金時公園と坂田金時を祀った「公時

神社」があり、毎年端午の節句には公時祭が行われる。
コースの途中には奥の院や宿石もあります。

各ハイキングコース
その他コースについての詳細は
ビジターセンタースタッフにお尋ね下さい。

行ってみよう♪

http://www.town.hakone.kanagawa.jp/index.cfm/8,254,c,html/254/000003475.jpg


箱根星空だより2018(10・11・12月 )

さがしてみよう！

□ 夏の大三角

□ 秋の四辺形

（ペガスス座の一部）

□ フォーマルハウト

（秋のひとつ星・みなみのうお座）

□ すばる（おうし座の散開星団）

秋 の ひ と つ 星 を 見 よ う ！

10月中旬 23時頃

11月中旬 21時頃

12月中旬 19時頃

箱根の星空

秋の夜に空を見上げると、大きな四辺形の

星のならびを見つけることができませんか。

これが秋の四辺形。ペガスス座の体の一部で

す。四辺形の西側の２つの星を結んで南の方

へとのばすと、明るい星を見つけることがで

きます。ポツンと輝くこの明るい星は、

フォーマルハウト。秋の夜空の中で、唯一の

1等星です。ポツンと明るく輝く様子から、

秋のひとつ星ともよばれています。

今年は火星も近くに輝いています。秋のひと

つ星を探してみませんか？

秋のひとつ星

みなみのうお座のフォーマルハウト

（箱根にて撮影）

季節の星をながめよう

10月25日

11月23日

12月23日

担当：箱根ジオミュージアム 山口

10月９日

11月8日

12月7日

満月

新月

北

南

西東

ふ

た

ご

座

カストル

10月中旬11月中旬

12月中旬

火星



～ＶＣ周辺 「美味しい」木の実（人間も動物も大好き）～

ミツバアケビ ガマズミ サンカクヅル ヤマボウシ

～ＶＣ周辺 「美味しい」木の実（動物に大人気）～

アオハダ イヌザンショウ エゴノキ ミズキ

実りの秋といえば「木の実」と「キノコ」がおススメです。
食べられるものも見ると興味が湧いてきませんか？山に住む生き物達に
とっては大きな自然の恵みで、冬を越す為の大切な資源です。私たちは
つまみ食い程度にしておきましょう・・・

※食用には確かな情報を手に入れる事が重要です。それから口に運びましょう。

ナラタケ

スッポンタケ

クリタケ
注※ニガクリタケ

(猛毒)と類似

トキイロヒラタケ

コガネタケ
ムラサキ
アブラシメジ
モドキ

ヌメリイグチ

カトー



仙石原湿原の秋

前回に引き続き仙石原湿原のことを。8月ススキより背丈を伸して目立っていたシ
シウドの花がいつの間にか見られなくなると、生茂ったススキの中にちらほらと黄色
い花が見られるようになります。オミナエシとハンゴンソウです。オミナエシは茎の
先にたくさんの小さく細かい花をまとめてつけます。ハンゴンソウも花の付き方は同
じですが、 1つ1つの花が大きく（約2cm）、力を抜いて垂らした『 手 』ような形
の大きな葉なので遠くからでも見分けられます。オミナエシは独特のにおいがあるの
で見つけたらにおいを嗅いでみてください。きっとオミナエシのことを覚えられます。
乾いた場所ではマツムシソウが咲き始めます。 9月はセンブリ、ウメバチソウ、アケ
ボノソウ、タムラソウ、マアザミ、ミヤコアザミが、10月にはハバヤマボクチ、ヤマ
ラッキョウが見頃を迎えます。

10月中旬、神山や冠ヶ岳の山肌に赤い点々模様が見られるようになります。一足早
く紅葉するコミネカエデです。葉は手のひらのように5つに裂けて、中央3つの先が尾
のように長く伸びているのが特徴で、透き通るような鮮やかな赤色に紅葉します。箱
根の紅葉がいよいよ始まった合図です。それから約１ヶ月半～２ヶ月かけて神山の山
頂から湯本まで紅葉が進んでいきます。神山が色付き始めた頃、仙石原のススキ草原
は見頃を迎えます。一面に広がったふわふわの銀色の穂が、風に吹かれ揺れます。夕
日を浴びたススキ草原はより一層美しいです。日没の時間を調べてちょっと早めに現
地に入り、撮影ポイントを決めて夕日を狙うのがオススメです。
晴れた日はぜひお越しください。秋の仙石原湿原をぜひ楽しんでください！

文と写真：しかの

※仙石原湿原（ 県道75号線北側）には入れません。道路沿いの歩道からの観
察となります。箱根湿生花園園内の植生復元区で仙石原湿原の植物を観察出来
ます。
※ススキ草原（台ヶ岳北側中腹）は歩道があり散策できます。お車でお越しの
場合は仙石原浄水センター手前の臨時駐車場又は箱根湿生花園駐車場に駐車し
て徒歩10～15分、バスの場合は仙石高原バス停下車徒歩2分です。

ウメバチソウハバヤマボクチ

ヤマラッキョウ



外国人と歩く箱根
記：なつみ

先日、初めて中国からのお客様と箱根を歩きました。

ここ、箱根ビジターセンターを訪れる外国人のほとんどが欧米からの旅行
者で、ハイキングの紹介と観光案内が半々というところであり、中国の方と
触れ合う機会がほとんどなかったため、少し緊張しながら当日を迎えました。

コースはビジターセンターを出発して、深良水門から湖尻峠～長尾峠まで。

歩き始めると、最初の深良水門までは平坦な道のためか、とにかく歯止め
が利かないぐらいペースが早い。水門で「休憩しますか？」と聞いても「問
題ない、早く行こう」とのことで、深良水門を見ることもなく、圧倒される
勢いで石畳を登り切り、湖尻峠までは、ノンストップでした。

もちろん日本人の中にも歩くこと自体が好きというタイプもいると思われ
ますが、今回は群を抜いたスピードでスポーツ大会のようでした。
二十数名の団体で、運営・管理上、最後尾について歩いていましたが、参加
者として歩いていても最後尾になっていたことと思います。

そこから先のアップダウンも歩き続け、約6kmのアップダウンのある行程
をあっという間に２時間少しで終了しました。終わったらホテルに戻って仕
事の会議だと言っていました。
世界中の山を歩いているとのことでしたが、中国人のエネルギーとパワーに
は改めて驚きました。エネルギッシュな国民性です。

また、写真を撮ることは好きな様子で、草花よりは、富士見展望台で大き
い景色を撮る方が楽しいようでした。
たまに、最後尾の人が座り込んだ時に足元の草花の写真を撮っていたり、
じっと見ている一人、二人には少しだけ箱根の自然についてお話することが
できたのかな、という感じでした。

スイスやイギリス等、欧州の方と歩いていると、日本の「緑・グリーン」
が豊かで、「美しい」と言ってもらったことがあります。ヨーロッパは牧草
地というある意味で自然ではない状態、人の手が入り過ぎた整備された自然
が多いということなのでしょうか。

外国人が増えている昨今、箱根の自然とどのように接してもらうかという
ことは、ひとつのテーマになってくるのだろうと思います。文化やマナーの
違いも課題になり得ます。しかし、現在の私にとっては海外の人と触れ合う
ことは単純に楽しい経験です。いろいろな話をして、自分なりの経験を蓄え、
箱根のことを楽しんでもらえるよう少しずつ考えていきたいと思っています。



記：わみすけ



ビジターセンターイベント情報

紅葉季節 箱根の森 コンサート開演

日にち：10月27日（土）【ウード（アラブ楽器）：芹沢多希子】

11月 ３日（土）【シンガーソングライター：田中としお】

時 間：①１１:００開演

②１４:００開演

※観覧無料、入退場自由です。是非お立ち寄り下さい。

こどもから大人まで楽しい ≪ほしぞらお話会≫

日 時：12月1日（土） 17：00～18：00

星が見えない場合、開催時間が短くなります。

募集定員：先着30名（館内窓口・お電話でお申し込みください。）

費用：1人につき200円

持ち物：防寒着（とても寒いです。厳重にお願いします。）

解説：山口 珠美（星大好きお姉さんのお話は楽しいですよ）

※開催当日の17時まで受け付けています。

※荒天中止。参加確定者にはビジターセンターから連絡をいたします。



箱根ビジターセンター 周辺自然歳時記

お問い合わせ

箱根ビジターセンター

〒250-0522

神奈川県足柄下郡箱根町元箱根164

TEL：0460-84-9981

http://hakonevc.sunnyday.jp/

Email：hakone-vc@kanagawa.email.ne.jp

管理・運営

一般財団法人自然公園財団箱根支部

開館時間

９：00～17：00（最終入館は16：30）

休館日

年末年始１２月２8日から１月1日まで

６月のみ第２水曜日とその翌日

編集・発行：箱根自然解説活動連絡協議会
箱根ビジターセンター内

TEL：0460-84-9981
2018年10月発行

お問い合わせ

休館日

開館時間

見どころ ビジターセンター周辺の木々が色付き始

める

開花植物 キッコウハグマ・センブリ・ツルリンド

ウ・ヤクシソウ・ヤマラッキョウ・リュ

ウノウギク・リンドウなど

実 アオハダ・アケビ・クサギ・サルナシ・

サンカクヅル・ツルシキミ・ドングリ

類・マユミ・ミズキ・ヤマボウシなど

冬鳥渡来 オオバン・オシドリ・キンクロハジロ・

ジョウビタキ・ヒドリガモ・ホシハジロ

そ の 他 夏鳥（キビタキほか）渡去、旅鳥（エゾ

ビタキ・ノビタキほか）通過

見どころ ビジターセンター周辺紅葉見頃（ウリ

ハダカエデ・イロハモミジ・オオモミ

ジ・ケヤキ・ヤマボウシなど）

小塚銚子の鼻・千条の滝・宮ノ下八千

代橋など各所で紅葉見頃

実 サルトリイバラ・ツルウメモドキ・ツ

ルリンドウなど

冬鳥渡来 アトリ・ウソ・オカヨシガモ・カシラ
ダカ・カンムリカイツブリ・コガモ・
シロハラ・ツグミ・ハジロカイツブ
リ・ベニマシコ・マヒワ・ミヤマホオ
ジロ・ルリビタキ

見どころ 箱根紅葉前線が終点の湯本に到着
冠ヶ岳初冠雪

冬鳥渡来 カワアイサ・シメ・ヒレンジャク・ミミ

カイツブリ

四季折々、見どころいっぱいの箱根ビジターセンター周辺散策に、是非お出かけください♪

ツルリンドウ サンカクヅル

アトリ

記：わみすけ

ウソ


