
2018年夏号
自然情報・イベント情報を

Facebookで更新中。

答：オオヤマトンボの眼



自然を満喫するために 第６回

植物には、匂いで付けられた名前が沢山あります。ロマンティッ
クな名前や気の毒な名前。この匂いと名前を結びつけると覚えや
すい植物があります。

例えば、松林からそよそよと吹く風の
匂いのする「マツカゼソウ」(写真右)

ごま油の匂いのする「ゴマギ」、うんちやおならの匂いのする
「ヘクソカズラ」、強い匂いがするので「臭い」と名付けられた
「クサギ」や「コクサギ」はよく匂いを嗅いでみれば、ピーナツ
バターの匂いであったり青いミカンの皮の匂いであったりします。

直接、匂いが名前になっていなくても匂いと名前を結びつけてお
けば覚えやすくなります。
桜餅の葉っぱの匂いは、材料の「オオシマザクラ」の葉や花に多
く含まれる「クマリン」の匂いです。同じ匂いのする草がありま
す。｢コウボウ｣です。漢字で書くと「香芒」となり、野外でクマ
リンの香りの草に出会ったときに『香りの草だ「コウボウ」
だ。』となります。

【嗅覚を磨こう】

ゴマギヘクソカズラ クサギ

コクサギ オオシマザクラ コウボウ

記：こうづま



『箱根戊辰戦争』
ちょっと気になる箱根の歴史秘話

私が幼かったころ（と言っても数十年も前）、湯本茶屋にある畑で、

祖父が砲丸投げの球のようなものを見つけました。専門家の鑑定結果は、

明治元年に箱根の東の入り口である山崎から関所付近の旧東海道沿が激

戦の地となった箱根戊辰戦争で使われた大砲の球だとわかりました。今

も小田原城に歴史資料として収蔵されています。

幕府遊撃隊士と新政府軍とが戦闘を繰り広

げたこの戦争では、新選組隊士とも親交が

あったいう剣豪『伊庭八郎』の武勇伝も語り

継がれています。

当時、小田原藩ではどちらに味方するか藩

論がわかれ、まさに小田原評定となり、なん

ども寝返ったため両軍からの怒りをかったと

いうエピソードも残っています。最終的には

新政府軍側にくみして遊撃隊士を追い詰めま

した。

遊撃隊士の退却時には追っ手を遮るために沿

道の民家や寺院を焼き払いましたが、補償金

を支払っていたとの説もあります。

早雲寺には遊撃隊士の墓標があるほか、湯

本茶屋には本陣を置いた場所などもあります。

三枚橋、畑宿、石畳、杉並木、関所等々、ど

こも隊士たちのゆかりの地です。

勝てば官軍と言われますが、敗者の正義に

も思いを寄せて歴史ロマンに浸るのも旅の醍

醐味かもしれません。

折しも今年はこの戦争から１５０年目を迎

えました。ぜひあなたの足で勇士たちの足跡

を辿ってみてください。

湯本の早雲寺境内にある「遊撃隊戦死士墓」→

↑月岡芳年 画
「競勢酔虎伝」
「伊場七郎」(=伊場八郎)

【早雲寺アクセス方法】
箱根登山鉄道 箱根湯本駅より徒歩15分
箱根登山バス 旧街道畑宿経由「早雲公園前」下車

記：ナメハル



それでは、七福神の由来と名前、そしてどんなご利益があるか探ってみよう！
⇒ 七福神と聞いて何を思い出しますか？
・何となくめでたいイメージがあったり、
・宝船に乗っているのを想像したり、
・文字を見て「七人の福の神」を想像する人も、多いのではないでしょうか。

以下、七福神の由来、ご利益、七福神巡りについてご紹介します。
まず、七福神の由来についてですが

⇒ 七福神とは、福徳いわゆる幸福と財産の神様として、古くから信仰されている７柱の神様の
ことをいいます。
七福神は、室町時代（1336～1537年頃）から、幸運、金運、福を授けてくださる神様として
七柱一緒に信仰されたと言われています。また、宝船に乗っている絵が多いのは、七福神が海の
向こうの世界からいらっしゃるという発想からきているということらしいです。
では、それぞれの神様について触れていきたいと思います。

『箱根で七福神を巡り、マイナスイオンを思いっきり浴びませんか』

記：トーマ

〇 恵比寿（えびす）さま
右手で釣竿を持ち、左手には大きな鯛を持っています。七福神の中で唯

一、日本の土着の神様です。漁業、商業、農業の神様として信仰され、知
恵を働かせて体に汗を流して働けば、恵比寿さまが福を授けてくださると
考えられています。

〇 毘沙門天（びしゃもんてん）さま
鎧を着て槍を持ち、勇ましい姿をしています。インドから中国へ伝わっ

た時に軍神になったようで、戦いの神として信仰され、他にも無尽の福、
長命の福、愛敬の福などを与えてくれると言われています。

〇 弁財天・弁才天（べんざいてん）さま
琵琶を弾いている姿をしています。七福神の中で唯一の女神です。イン

ドのヒンドゥー教の神様で、サラスヴァティー神と呼ばれ、財や富をもた
らす女神です。サラスは水を意味し、流れる水の音が音楽を奏でるようだ
という連想から、音楽の女神にもなりました。

〇 大黒天（だいこくてん）さま
左肩に大きな袋を背負い、右手に打ち出の小づちを持って米俵の上に

載っています。この神様は、インドから中国に伝わり、最澄によって台所
の神様として日本に伝わり、比叡山を中心とした天台宗の寺院では台所に
大黒天が祀られるようになりました。その後、農村では田の神としての役
割を、商家では、商売繁盛の神としての役割をもつようになりました。

〇 福禄寿（ふくろくじゅ）さま
鶴を伴い、背が低く、長頭で長いひげをはやした姿をしています。中国

の道教の神様です。南極星の化身とも言われ、福徳、人徳、長寿の神様と
されています。

〇 布袋（ほてい）さま
大きなお腹で、大きな布袋を背負っている姿をしています。中国の仏教

からきており、唐の時代に実在したとされる仏教の僧や弥勒菩薩の化身と
言われています。開運、良縁、子宝の神様です。

〇 寿老人（じゅろうじん）さま
鹿を伴い、長頭で白髪、団扇と杖を持つ姿をしています。また、福禄寿

とあまりにも似ていることから、同じ神様として考えられていたこともあ
るようです。



以上、7か所を巡り、それぞれのご利益はもとより、箱根のマイナスイオンを充分浴びて、楽しい
ひとときを満喫してください。
ついでに、箱根ビジターセンターもお忘れなく！

山王神社

本還寺

興福院

守源寺

駒形神社

箱根神社

阿字ヶ池弁天



仙石原湿原の夏

仙石原湿原をご存じでしょうか？箱根湿生花園の隣りにある草原です。毎年3月頃
に行われるススキ草原山焼きとススキの穂が銀色に輝く頃が有名で、その時期になる
と多くのお客様がいらっしゃいます。おそらくほとんどの方々は、その真ん中を通る
県道75号線を車やバスで通り過ぎるだけだと思います。今回はそんな仙石原湿原の
ことをちょっとお伝えしたいと思います。

今年６月４日、仙石原湿原でオオヨシキリの『ギョギョシ、ギョギョシ』という鳴
き声を聞くことができました。どうしてもオオヨシキリを見たくて翌日（５日）朝か
らひたすら鳴き声がする方向を双眼鏡で捜索。ようやく枯れヨシに捕まって鳴いてい
る姿を見ることができました！ホトトギスの『テッペンカケタカ』の声、ホオジロも
見られ、セッカは『ヒッヒッヒッ』と鳴きながら飛び回っていました。ハンノキには、
ミドリシジミの幼虫が葉を2つ折りにして作った巣が見られました。

7月になればノハナショウブ、オカトラノオ、カセンソウ、クサレダマが咲き、オ
オルリハムシが見られるようになり、湿生花園園内ではノリウツギの花にミドリシジ
ミが訪れ、夕方になると緑色に輝きながら飛び回る姿が見られます。8月にはサワギ
キョウ、サワシロギクが咲きます。夏の仙石原湿原をぜひ楽しんでください！

※仙石原湿原には入れま
せんので、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
生復元区でノハナショウ
ブを見ることができます。

ノハナショウブ
仙石原のものは
花色の青みが強い

ミドリシジミ
箱根湿生花園にて

2017年7月21日撮影
クサレダマと
オオルリハムシ

ツバメ
箱根湿生花園駐車場内

花摘み処にて
2018年6月4日撮影

ホオジロ
仙石原湿原にて

2018年6月5日撮影

文と写真：しかの



梅雨入り前の6月2日、箱根の滝を初めて巡りました。千条と
書いて「ちすじ」と読む最初に訪れたこの滝は、高さ3mと少し
こじんまりした印象。しかしよく見ると、上部に川があるわけ
ではなく、水が岩肌から涌き出している火山地帯ならではの特
徴ある滝です。まるで千の糸のように流れていることから「千
条」の滝と名付けられました。

そこから登山道に入るとコアジサイが満開。一般に街中に咲
いている紫陽花とは違い、山林にひっそりと輝く小さくて淡い
色合いです。この日は曇り空でしたが、
時偶、木洩れ日が差すと、スポットライトが
当たったように、目を楽しませてくれました。
近づくと甘くて柔らかい香りもします。
決して強い香りではないのですが、
歩きながら香りが漂ってきます。

最後に訪れた飛龍の滝はあまり知られていませんが、鎌倉時
代、修験者たちも訪れたと伝えられる神奈川県下最大規模の滝
です。スタートして約5時間、疲れた身体に、水しぶきを浴びて
マイナスイオンを感じます。

さて、そんな美しい自然に出会うには、それなりの苦労がつ
きものです。
石畳みや大小の石が転がっている登山道。箱根は決して難し

い山ではないのですが、アスファルトに慣れた私たちには、以
外にも凹凸だらけで、歩きづらく、苔に覆われた部分は滑りや
すいものです。
自然の優しさと厳しさを存分に
味わいたいと考える方は、どうぞ
歩きやすい靴と装備を忘れずに。
因みに、滝とは別日の5月中旬、私は
金時山でアラレに打たれました。
「備えあれば憂いなし」ですね。

楽あれば苦あり
～箱根の滝とコアジサイ～ 記：なつみ



～初夏の頃、箱根を一周歩いてみました～ 文と写真：カトー

歩行日・・・・2018年6月9日（土曜日）
歩行者・・・・3名
歩行区間・・・箱根湯本～塔の峰～明神ヶ岳～金時山～丸岳～湖尻峠～三国山～

山伏峠～箱根関所～屏風山～甘酒茶屋～畑宿～須雲川～滝通り～
箱根湯本

歩行距離・・・４２．６０km
歩行時間・・・3：00～23：30
歩数計・・・・91,235歩

3:00
箱根湯本を出発。
早朝とは言えない夜
の暗闇。

4：30
塔の峰に到着。ここ
で朝日が顔を出し始
めました。

7:00
やっと明神ヶ岳‥。
富士山の景色が心を
癒してくれた。

12:00
丸岳までやってきた。
芦ノ湖が見え始め、
やっと半分の行程。

15：00
三国山の巨大ブナが
お出迎え。大きさは
圧倒的の一言・・。

17:30
箱根峠の旧街道入り
口へ。ここからは山
道から石畳が主に。

21:00
須雲川を横断。疲労
も限界突破。暗闇な
ので一層の注意。

23:30
ゴール箱根湯本。
人間、頑張れば何で
もできるんだなぁ‥。

※注：こちらはあくまで参考記事です。夜の山道を歩くの
でお勧めはできませんのでご承知おきください。

箱根一周は 修行です！



記：わみすけ





ビジターセンターイベント情報

夏休みだよ コンサート開演

日にち：8月12日（日）【オカリナ・コカリナコンサート】

18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。

夏休みは箱根ビジターセンターで遊ぼう！

開催日：平成30年7月29日(日)～

平成30年8月19日(日)

(最終日は午前の部まで)

内 容：☆早朝観察会(無料)

6:00開始（約1時間）

☆姥子自然観察会(無料)

①10:00集合～12:00解散

②13:00集合～15:00解散

☆クラフト(材料費２００円)

①10:00～11:30

②13:00～14:30



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7月発行

お問い合わせ

休館日

開館時間

見どころ 駒ヶ岳・金時山ハコネコメツツジ・仙石

原湿原お花畑ミドリシジミ、オオルリハ

ムシなど多くの虫たちで賑わう

開花植物 イワガラミ・ウツボグサ・オカトラノ

オ・カキラン・クサレダマ・シロバナイ

ナモリソウ・ダイコンソウ・ツチアケ

ビ・ネムノキ・ヤマユリ・ユウガギク

など

実 ハナイカダなど

そ の 他 ア サ ギ マ ダ ラ 飛 来

ヒ グ ラ シ の 合 唱 ♪

開花植物 イタドリ・オミナエシ・カワラナデシ

コ・サワヒヨドリ・シラヤマギク・ス

スキ・センニンソウ・タマアジサイ・

ツリガネニンジン・マルバハギ・ノリ

ウツギ・リョウブ・ワレモコウなど

そ の 他 秋の七草が咲き始める

オオシオカラトンボ産卵

ツクツクボウシの合唱♪

見どころ ススキの穂が出揃う

冠ヶ岳から紅葉前線が下り始める

開花植物 キントキヒゴタイ・キンミズヒキ・

シロヨメナ・ツリフネソウ・ツルボ・

ノコンギク・ホトトギス・マツムシソウ

・ミズヒキなど

実 エゴノキ（ヤマガラの大好物）・ガマズ

ミ・ツチアケビ・ミズキ・ヤマボウシ

そ の 他 シ カ の 声 ・ 虫 の 声 が 聞 こ え る 、

ヤ ブ ガ ラ シ の 花 に ス ズ メ バ チ

が 集 ま る

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♪

ミドリシジミ タマアジサイ

ヤマボウシ ススキの穂

記：わみすけ


