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答：フキの花



自然を満喫するために 第9回

春の自然を満喫する方法の一つに春の山菜採りがあります。
箱根は国立公園ですからむやみに採集出来ませんが「春は苦みを
食へ」のことわざがあります。冬に体内にたまった毒素を、苦味
を食べて体外に出そうとするものです。フキノトウは、春に１度
は食べてみたい苦味の食材のひとつで、食べてしまいたいのはや
まやまですが、ちょっと我慢してフキノトウをよく観察してみま
しょう。フキノトウはフキの花芽のことで、春早くにまるくふく
らみます。フキは雌雄異株で雄花も雌花もよく似ていますが雄花
の方が少しクリームがかっています。雌花は、受粉すると背をぐ
んぐんと伸ばし、白い冠毛の付いた種子を風に乗せて飛ばします。
花茎も葉柄と同様にストロー状で食べられます。苦味を味わう山
菜としては、ウド、ヨモギ、アケビの芽、ハハコグサなど沢山の
種類があります。一度食べてみてはいかがでしょうか。

【味覚～春の味・苦味～】 記：こうづま

ヨモギフキノトウ

ミツバアケビの花 ハハコグサ



箱根火山の基礎知識 記：ナメハル

箱根は日本を代表する温泉観光地として国内外の人々に親しまれ、年間
２，０００万人を超える観光客が訪れています。美しい自然景観や豊富な温
泉と多くの歴史的遺産などの観光資源に恵まれ、２０１２年９月には箱根を
中心とする地域一帯が日本ジオパークの一つに認定されました。これにより、
地質学的な特色や、その環境の中で営まれてきた人々の暮らしや産業など、
新たな視点での観光の楽しみ方が加わることとなりました。
長い間の火山活動は、変化に富んだ地形や温泉をもたらしました。そして、

今なお生きている火山としての魅力を発信し続けています。
箱根の火山活動は約４０万年前に始まり、以後何度もの噴火を繰り返すた

びに景観を変えながら今に至っています。６万年以上も前に起こった最も大
きな噴火の時には、火砕流が横浜にまで達し、噴出物は東京にも届くほどで
した。
箱根は世界的にもめずらしい三重式火山と言われています。２３万年から

１３万年前に１番目の周囲が約３５キロメートル（ほぼ、東京の山手線と同
距離）ある外輪山（明星ヶ岳、明神ヶ岳、金時山、丸岳、三国山、大観山、
白銀山等）がいくつもの小さな富士山型の火山が噴火して形作られました。
２番目は１３万年から８万年前にできた前期中央火口丘（浅間山、鷹巣山、
屏風山等）で、３番目が、４万年前以降に形成された後期中央火口丘（神山、
冠が岳、駒ヶ岳、上二子山、下二子山等）です。
最後の大規模な火山活動は約３，０００年前に起き、箱根の最高峰（１，

４３８メートル）である神山の北側に溶岩ドームが盛り上がって、２番目に
高い冠ヶ岳（１，４０９メートル）が生まれました。この噴火活動で神山の
一部がビジターセンターのある方向に崩れ、そこを流れていた早川をせき止
めて芦ノ湖ができたと言われています。
箱根の大涌谷では、２０１５年の６月に観測史上初の噴火がありました。

しかし、非常に規模の小さい水蒸気爆発であり、人的な被害はありませんで
した。
高度な観測体制の他、火口付近には７つのシェルターを整備して安全対策の
充実を図っています。

写真：箱根ビジターセンター

の地形ジオラマ



第2弾は、「飛龍（ひりゅう）の滝」についてご紹介をします。

シリーズ

この滝は、神奈川県最大級の滝と言われ、鎌倉時代には箱根
神社の僧侶が滝行で身を清めたと伝えられています。滝の位置
は、芦之湯と畑宿を繋ぐ飛龍の滝自然探勝路の中間にあり、ハ
イキングでしか見ることのできないパワースポット。季節に
よって四季折々の風景を楽しみむことができます。

次回、第3弾として「千条の滝」をご紹介します。

行ってみよう♪

記：トーマ箱根の『滝』第2回シリーズ

ココこの飛龍の滝は、上段と
下段の２段に分かれており、
上段は落差15ｍ、下段は落
差25ｍの滝で、跳ね返る水
の形が龍の飛んでいる姿に
見えることから飛龍という
名前が命名されたと言われ
ています。
※）飛龍の滝への行き方は、畑
宿からと、湯坂路を経由するハ
イキングルートがあります。



箱 根 の 温 泉
其 の 二

塩化物泉
海水の成分に似た食塩を含む、少し塩辛い無色透明の温泉です。

日本でも種類の多い泉質です（並んで多いのは「単純温泉」）。

入浴する事で皮膚に塩分が付着し、汗の蒸発を防ぐので保温効

果があり、湯冷めしない温泉として効果的です。また、塩の殺

菌効果により傷にも効くとも言われています。

☆泉質の特徴を一言で表現すると・・・

「温まりの湯」：塩成分のパックで湯冷めしにくい

「傷の湯」：塩の殺菌効果で傷に効く

きりきず、末梢循環障害、冷え性、うつ状態、皮膚乾燥症

☆お湯知識
肌の角質をとる「美人の湯（アルカリ性温泉等）」に入った後
は塩化物泉に浸かりましょう。肌の角質が取れた後は乾燥肌に
なりがち。塩化物泉には保湿効果があるため、「美肌」の仕上
げには最適です。

『箱根で入れる場所』

○箱根湯本 ○塔ノ沢

○大平台 ○宮ノ下

○小涌谷 ○二ノ平

○強羅 ○宮城野 等



箱根星空だより2019(4・5・6月)

さがしてみよう！

□ 北斗七星
おおぐま座の一部

□ 春のめおとぼし
アルクトゥールス（うしかい座）

スピカ（おとめ座）

□ 春の大三角
デネボラ（しし座）

スピカ（おとめ座）

アルクトゥールス（うしかい座）

春 の 夫 婦 星 を さ が そ う ！

4月中旬 22時頃

5月中旬 20時頃

6月中旬 18時頃

北斗七星の柄のカーブをのばすと、春

の夫婦星ともよばれる、うしかい座の

「アルクトゥールス」と、おとめ座の

「スピカ」を見つけることができます。

アルクトゥールスはオレンジ色っぽく輝

き、麦の収穫時期、黄金色の穂がなびく

頃の日暮れ後に、空高く輝くことから麦

星とも呼ばれます。一方、スピカは真珠

のような輝きを放ち、真珠星とも呼ばれ

ます。ぜひ春の夜空に仲良くならぶご夫

婦の星を、ゆっくりながめてください。

春の夫婦星（アルクトゥールスとスピカ）（湖尻にて）

季節の星をながめよう

4月19日

5月19日

6月17日

担当：箱根ジオミュージアム 山口

4月5日

5月5日

6月3日

満月

新月
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箱根の星空

め お と ぼ し



仙石原湿原の春 文と写真：しかの

仙石原湿原は、神奈川県唯一の湿原です。現在、森林化を防ぎ湿原景観を
守るために毎年3月に山焼きが行われ、植生回復のために毎年6月にヨシ・
ススキ刈りが行われています。4月、林内ではカントウミヤマカタバミ、ウ
グイスカグラ、トウゴクサバノオが、台ヶ岳ではキクザキイチゲ、ムカゴネ
コノメ、アケボノスミレ、5月には、ミヤマカラスシジミ、ミドリシジミの
幼虫が見られ、サクラスミレ、ハコネグミ、サギスゲの花が咲き始めます。
県内では仙石原湿原でしか見られない植物や昆虫がいます。今年からまた

仙石原湿原に関わることになったので、今後も湿原の情報をお伝えします。

※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（3月1日～開園、12月1日～2月28日の間は休
園）園内の植生復元区にて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。

ミヤマカラスシジミ（クロウメモドキの枝）

キクザキイチゲ

ミドリシジミ（ハンノキの葉）

サクラスミレ

ムカゴネコノメ





ゴールデンウィーク イベント情報

春・夏・秋の好評イベント！コンサート開演

日にち：4月28日（日）【オカリナ・コカリナコンサート】

5月 4日（土）【アラブの楽器・ウードとダルブッカ】

５月 5日（日）【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【各日ともに同じ時間です】

※観覧無料、入退場自由です。是非お立ち寄り下さい。

ゴールデンウィーク中ほぼ毎日イベント開催しています

開催日：4月27日(土)～

5月 6日(月)

(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水曜日とその翌日が休館です

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3月発行

お問い合わせ

休館日

開館時間

見どころ 恩賜箱根公園（マメザクラ）・宮城野早

川堤（ソメイヨシノ）・畑宿夫婦桜（ヤマ

ザクラ）・箱根園（オオシマザクラ）箱

根ビジターセンター（マメザクラ、ヤマ

ザクラ、オオシマザクラ）

開花植物 アブラチャン・オオシマザクラ・カント

ウタンポポ・クサボケ・クロモジ・ジロ

ボウエンゴサク・スミレ・ヒナスミレ・

ミツバツツジ・ヤマザクラなど

夏鳥渡来 イワツバメ・オオルリ・キビタキ・クロツ

グミ・センダイムシクイ・ツツドリ・ツバ

メ・ヤブサメ

そ の 他 アズマヒキガエル産卵

見どころ 金時山シロヤシオ

神山アカバナヒメイワカガミ

（2018.03現在 立入り規制中）

開花植物 ウマノアシガタ・オオバウマノスズク

サ・ゴマギ・サラサドウダン・シロヤ

シオ・ズミ・ハナイカダ・フジ・ホオ

ノキ・ミズキ・ミヤマザクラ・ヤブデ

マリ・ヤマツツジなど

夏鳥渡来 コルリ・ジュウイチ・ホトトギス

そ の 他 シュレーゲルアオガエルの合唱♪

観光行事 公時祭（仙石原、5月5日）

端午の節句に行われる公時神社の例祭

見どころ 清流にホタルが舞う

開花植物 イワガラミ・ウツギ・エゴノキ・ガマズ

ミ・コアジサイ・コナスビ・サルナシ・

サンショウバラ・スイカズラ・ドクダ

ミ・ニシキウツギ・ニワゼキショウ・ノ

アザミ・ノイバラ・ノハナショウブ・ヒ

メシャラ・ヤマアジサイ・ヤマボウシ・

ヤマホタルブクロなど

実 キイチゴ・クワ

そ の 他 エゾハルゼミの合唱♪・オトシブミのゆ

りかご・モリアオガエル産卵

観光行事 あじさい電車運行開始

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♪

キビタキ サラサドウダン

ヤマボウシ オトシブミのゆりかご


