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答：葉についた霜



自然を満喫するために 第8回

【触ってわかること】
例えば、木の葉1枚を触ると、その大きさ、重さ，温度、厚さ、

柔らかさ、丈夫さ、表面の滑らかさ、表面の凸凹、産毛や棘など
いろいろなことが解ります。さらにひっぱたり、つぶしたり動作
を加わえるともっと多くの性質が解ります。視覚や嗅覚、味覚が
加わるともっと正確に葉っぱを知ることができます。観察をする
ためには全部の五感を使わなければならない事が解ると思います。
動植物の中には、危険なものもあるので、指導者の指示に従って
触ってみてください。

【触覚～危険な物には近づかないで～】 記：こうづま

キイロスズメバチ

キノコでは触るだけで皮膚
に炎症を起こしてしまう「カ
エンタケ」があります。
かぶれやすい植物では、

「ツタウルシ」があります。
紅葉がきれいなのでつい手を
出してかぶれることがありま
すから注意が必要です。

ツタウルシカエンタケ

【危険な身近な生物】
スズメバチの仲間の巣は、近づくだけでも危険です。巣に近づ

きすぎると巣の中から出てきたハチがカチカチと嘴を鳴らします。
蜂の仲間は種類も多く、その凶暴さもいろいろですが刺される危
険性がありますから捕まえても素手では触らないで下さい。



箱根にクマ？

しかし、昨今、ツキノワグマ（以下、クマ）らしき動物の目撃や糞のような
痕跡が見つかるようになりました。神奈川県のホームページのクマ情報には、
箱根町内で平成２７年以降に7件が掲載されています。

記：ナメハル

「箱根にクマはいるの？」と聞かれること
があります。以前は「大きなのが一頭います
よ」と、山の形がクマによく似たビジターセ
ンターから見える冠ヶ岳を紹介していました。 振り返っているクマに見えますか？

☆クマと出会わないための主な注意点
・鈴、笛、ラジオなどを身に着けて人の
存在を知らせる。

・野山に生ゴミを捨てない。
（餌付かせないためにゴミ出しのマナー
を守る）

クマらしき動物の糞

このうち、平成２９年６月には古
期外輪山を構成する白銀山の北西の
中腹でセンサーカメラに１頭の姿が
映りました。これにより、極々少数
であると思われますが、箱根にクマ
がいることが確実となりました。
野生動物が生息できるということ

は、とりもなおさず箱根が自然豊か
な森である証拠と言えます。彼らと
の良好な共存を考え、距離を置いた
付き合い方に注意を払うのは、自然
に親しみ自然の恩恵を受けている人
間の努めではないでしょうか。

神奈川県では、クマの体毛のDNA調査の結果から、県内に丹沢山地を中心
として約４０頭が生息していると推定しているそうです。生息数が少なく同県
のレッドデータブックでは絶滅危惧種となっています。このことから、遭遇す
る確率は極めて低いことがわかります。そのうえ、クマは本来臆病であり、い
ち早く人間の気配を察知して接触を避けるとされています。必要以上に怖がる
ことはありませんが、箱根にクマが出ても不思議ではないことを念頭に置いて
知識を得ることが大切です。クマはエサが豊富な時や、気温の状況によっては
冬眠をしない場合があります。したがって冬場でも活動する可能性もあります。
ある日森の中でクマさんに出会った場合の対応などは、ビジターセンターの

スタッフにお尋ねください。また、環境省や神奈川県のホームページで詳しく
知ることができます。



記：トーマ

実は、箱根町内のあちこちに「滝」が点在しているのです。

その中で今回は、『初花（はつはな）ノ滝』についてご紹介します。

この滝は、山の対岸側から遠望する
滝です。箱根新道の須雲ICから県道
732号に出ると正面に「はつはな」と
いうホテルがあり、左に曲がって少し
進むと右側に「須雲山荘バンガロー」
の駐車場があります。そこから対岸の
山を眺めると、小さな滝が見えます。
ただし、かなりの遠望です。緑の多い
時期にはまったく見えなくなると思い
ます。はっきりしたことはわかりませ
んが、何段も連なって流れているよう
です。

箱根の『滝』第１回

（落差：15ｍ）

シリーズ

行ってみよう♪

ビューポイント

近くに初花ノ瀑の碑が建っています



箱 根 の 温 泉
其 の 一

単純温泉
アルカリ性単純温泉

「成分がうすく」体に刺激が少ない温泉なので、子供や高齢者、
デリケートな方でも湯あたりしにくい泉質です。温度の規定値
のみ療養泉の定義に当てはまるので「単純な“温”泉」と考え
て下さい。
含有成分は他の泉質に比べて微量ですが、実はジワジワと効果
が出てきます。
また、ph値7.5以上だと「アルカリ性（弱～強）」の温泉になり
ます。このアルカリ性は肌の角質をとる効果があるので、ツル
ツル美肌の効果が期待できる温泉です。

☆泉質の特徴を一言で表現すると・・・
「家族の湯」：みんなが安心して入れるやさしい泉質
「美肌の湯」：(弱)アルカリ性以上は美肌効果あり
筋肉痛、関節リウマチ、腰痛症、神経痛、打撲、捻挫、冷え性、
胃腸機能の低下、疲労回復、軽症高血圧、軽い高コレステロー
ル血症、睡眠障害、うつ状態、健康促進

☆お湯知識
熱いお湯（42℃以上）は興奮の「交感神経」が優位に立ち、
「目覚め効果」が望めます。
一方、ぬるめのお湯（37～40℃）はリラックスの「副交感神
経」が優位に立ち、「リラックス効果」となるでしょう。

『箱根で入れる場所』
○箱根湯本 ○大平台

○宮城野 ○小涌谷

○芦ノ湖周辺 ○姥子 等 箱根湯本 大平台



箱根星空だより2019(1・2・3月)

さがしてみよう！

□ 冬の大三角
ベテルギウス（オリオン座）

シリウス（おおいぬ座）

プロキオン（こいぬ座）

□ 冬のダイヤモンド
シリウス（おおいぬ座）プロキオン（こいぬ座）

ポルックス（ふたご座）カペラ（ぎょしゃ座）

アルデバラン（おうし座）リゲル（オリオン座）

□ すばる（おうし座の散開星団）

おうし座のすばるを探そう！

1月中旬 22時頃

2月中旬 20時頃

3月中旬 18時頃

箱根の星空

冬の澄んだ夜空に、ごちゃごちゃっと星たちの集

まるところを見つけることができませんか？これが

有名な「すばる」です。すばるは、星ぼしが糸で統

(す)べたように（糸を通してまとめたように）集

まったもので、古代の日本人が頭や手につけたアク

セサリーの玉かざりの名称であったという説もあり

ます。ほかにも六連星（むつらぼし）や羽子板星と

も呼ばれます。実際には、すばるはプレアデス星団

という100以上の星が集まる散開星団の仲間です。

冬の夜空に宝石のように輝く「すばる」を皆さんも

見つけてみませんか？
すばる（箱根ビジターセンター前にて）

季節の星をながめよう

1月21日

2月20日

3月21日

担当：箱根ジオミュージアム 山口

1月6日

2月5日

3月7日

満月

新月

北

南

西東

すばる



仙石原湿原の冬

箱根ビジターセンターのある湖尻園地周辺は、すっかり葉が落ち見通しが良く
なりました。今朝仙石原の自宅前でジョウビタキ♂に出会えました。スーっと横
切りフェンスの上に止まって尾を振っていました。昨日は園地内のマユミの木の
上でメジロに出会えました。黙々とマユミの実を食べていました。朝や食事中は
近距離で撮影するチャンスです。野鳥の行動を観察しましょう。さあ、双眼鏡と
カメラを持って野鳥たちに会いに行きましょう！そしてぜひ楽しんでください！
※お出掛けの際は防寒対策を万全に。
※降雪により交通が乱れる場合があります。
最新の交通情報と天気予報をご確認ください。

文と写真：しかの

前回に引き続き仙石原湿原のこと
を少し。11月末まで仙石原のススキ
草原を見物する多くの観光客で賑
わっていましたが、12月に入ると急
に静かに。まだふわふわの銀色の穂
を見ることができます。
毎年2月または3月に行われる山焼き
まではこのままです。

※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（12月1日～3月上旬の間は休園）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。バスの場合は仙
石高原バス停下車徒歩2分です。

（右写真は12月9日バス車中から撮影）

（12月８日箱根ビジターセンターベランダより撮影）
（同日箱根ビジターセンター駐車場
裏の林にて撮影）



知らないマナーは守れない 記：なつみ

箱根に住んで5年目、個人的な感覚としても、統計上でも、海外からの
旅行者は、数万人単位で年々増加しています。

観光を産業とする箱根では、国立公園満喫プロジェクトの方針と照らし合わせても、さら
に増えていくものと思われます。そこで心配となるのが、日本とは異なる文化の中で暮ら
している彼らとの向き合い方でしょう。

私の外国人との接し方に影響を与えた出来事があります。高校3年生の修学旅行でタイの
仏教寺院を訪れたときのことです。

何十人という修行僧が熱心に手を合わせている寺院の同じ空間で、タンクトップに短パン
姿の欧米の方が、裸足で扇風機に向かって足を投げ出して、座っていました。
私には、その欧米人は、僧侶たちの姿をまったく気にかけていないように、暑さをしのぐ
ための場所としか思っていない感じがして、同じアジアの国の人間として、残念で、少し
腹立たしい気持ちになりました。

私は敬虔な仏教徒ではありませんが、いざ訪れたタイの寺院は厳かな場所と感じました。
事前にも肌の露出は少なく、Tシャツ・長ズボンで行くように注意も受けていました。

もちろん、その欧米の人は、悪気があった訳ではなく、単純に何も思わなかったのでしょ
う。しかし、私は気を付けなければ、と思いました。多くの外国人と触れ合う昨今、マ
ナーを知らないのはとても恐いことだと感じます。

営業をしていた頃、フランスに出向く機会がある先輩はフランス料理フルコースのマナー
研修があったと聞きました。私はパンにそのままかじりつきますが、公式の場でそんなこ
とはできません。しかし、日本で日常生活をしている限り、問題はないし、気にすること
はないのではないでしょうか。

韓国では目上の方の前でお酒を飲むときは、遠慮しながら横を向いて口元を隠します。ア
メリカでは会計前のジュースを飲みながら店内を歩くこともありました。

こどもが靴を履いたまま、電車の座席に上がっている。靴を脱ぐ習慣がないのではないで
しょうか。
ゴミを持ち帰るのが当たり前の国もあれば、そのまま置いていく習慣の国もあります。良
い悪いは別にして、それが習慣な場合があります。

小学校において、自分で自分の教室を掃除するのは日本だけと言われます。とても良い教
育ですが、それが当たり前ではありません。

知らないマナーを守ることはできません。私も今思うと失礼に当たることを何度もしてし
まっています。驚いたこと、驚かせてしまったこと、

もちろん例外はありますが、直接話してみれば、案外、理解してくれます。
まずは知ること、そしてきちんと伝えることが必要だと思っています。





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
2019年1月発行

お問い合わせ

休館日

開館時間

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♪

アセビ キブシ

テングチョウ

記：わみすけ

ウソ

見どころ 本格的な雪のシーズンが始まる。

雪上の足跡観察が楽しみ。

ビジターセンターから見える白クマさん

（冠ヶ岳）

開花植物 アセビ・オニシバリ

オオイヌノフグリ

実 アオキ

そ の 他 ヤドリギにヒレンジャク・サクラの花

芽にウソが群れる、ヤマアカガエル産

卵、イノシシ土耕跡・モグラ塚目立つ

見どころ 芦ノ湖釣り解禁
仙石原すすき草原野焼き
桜前線の山登り始まる

開花植物 キブシ・コケリンドウ・コブシ・タチツ

ボスミレ・フサザクラ・マメザクラ・ミ

ツマタ

そ の 他 ウグイス初音、テングチョウ・ヒメツチ

ハンミョウ、ビロードツリアブ活動開始

白クマさん

野焼き


