箱根の道と温泉の資料館

﹁郷土資料館﹂
照会先 教育委員会生涯学習課郷土資料館☎85 7
―601
遊山︑旅の途中の一泊宿泊地に︑
そして温泉観光地へと変貌を遂
げた背景︑道路や交通機関など
のインフラ整備の進展の他︑国

図書室

ク 芦ノ湖一周コース﹂
第2巻 ﹁箱根探訪ハンドブッ
ク 芦之湯周辺コース﹂

﹁ワンコインシリーズ﹂でもっと箱根を好きになる！
箱根の文化財や自然について
もっと知ってほしい︑その魅力
を再発見するための手引きとし
て活用してほしいとの思いを込
第3巻 ﹁箱根探訪ハンドブッ
ク 仙石原コース﹂
第4巻 ﹁箱根探訪ハンドブッ
ク 宮城野コース﹂

育センター︑仙石原文化センタ
ー︑箱根湿生花園他

第6巻 ﹁箱根探訪ハンドブッ
ク 二ノ平・強羅コース﹂
第7巻 ﹁箱根の近代建築 富
士屋ホテル﹂
販売場所 郷土資料館︑社会教

第5巻 ﹁箱根の歴史と文化
箱根温泉の歴史﹂

第1巻 ﹁箱根探訪ハンドブッ

めて︑箱根の歴史と自然を紹介
する小冊子
﹁ワンコイ
ンシリーズ﹂
を作成して
います︒
箱根の魅
力がぎゅっ
と詰まった
このハンド
ブックで︑
箱根を楽しみませんか︒
販売価格 一冊100円︵税込 ︶

10
月22日現在8,703万731円)
受け付けは平成27年 月31日㈫まで（
照会先 健康福祉課☎85−7790

地上3階建て︵展示・体験コ
ーナーは3階︑図書室は2階︶
の郷土資料館は︑役場本庁の向
いに建つ︑箱根の道と温泉の資
料館です︒
際観光地として発展していく箱
根の様子や︑温泉場の誕生秘話
など︑見どころ満載です︒

30

最近では︑箱根ジオパークの
拠点施設の１つにも位置付けら

体験コーナー
その昔︑人々はわらじを履い

cm

れた博物館で︑箱根の魅力を歴
史的視点から学びませんか︒

常設展
箱根の郷土史︑歴史︑民俗︑
文化財関係の図書の他︑各地の

箱根探訪会

場合は抽選︶
参加料 2︐900円︵昼食代︑
保険料︑資料代などを含む︶
申込方法 往復はがきまたはＥ
メールに︑受講希望者︵1組2
人まで︶それぞれの住所︑氏名︑

65

箱根の温泉は現在︑湯本・塔
之澤・宮ノ下・堂ケ島・底倉・

25日㈮

て箱根路を往来していました︒
ここでは︑所要時間約 分で︑
5 程度のかわいい﹁ミニわら
じ﹂が無料で作れる他︑箱根細

議室

13

申込・照会先 健康福祉課
☎85 7
―790

15

地方出版物︑博物館出版物など︑
約2万冊の図書を配架しており︑
無料で閲覧できます︒

塔之澤の
近代建築

19日㈮

照会先 企画課☎85−9560

企画展

27日㈬

外解説版の第 号も設置されています。

工を代表する﹁からくり細工﹂
で遊ぶこともできます︒
塔之澤に残る3軒の老舗旅館

対 象 町内在住の 歳以上の
方で︑医師に運動を止められて
おらず︑自力歩行および軽度な

18日㈮

10

木賀・芦之湯・大平台・小涌谷 ・
強羅・宮城野・二ノ平・仙石原 ・
姥子・湯ノ花沢・蛸川・芦ノ湖
の か所の温泉場があり︑﹁十
テーマを決め期間限定で展示
の建物を見学します︒
日 時 7月 日㈫
・ 時 分受け付け開始︵箱根

年齢︑性別︑電話番号を明記し︑
6月 日㈮必着で申し込んでく
ださい︒
申込・照会先 〒250 0
―3
11 箱根町湯本266 教育
委員会生涯学習課／☎85 7
―

601／
kyoudo@town.hako
ne.kanagawa.jp

第2期︵全 回︶の参加者を
募集します︒

体操が可能な方
持ち物 室内用運動靴︑飲料水
運
※動のできる服装で参加して
ください︒
人︵抽選︶
定 員
申込方法 6月 日㈮までに電
話で申し込んでください︒
その他 会場は駐車場が少ない
ため︑来場には公共交通機関を
利用してください︒

12日㈮

場 所 仙石原文化センター会

22日㈮

ジオパークの全体像がつかめるジオサイトで、屋

七湯﹂とも呼ばれています︒し
かし︑江戸時代は七湯しかなく︑
その用途も湯治としての利用が
を行う企画展は︑毎回好評を博
しています︒
今年度は 月に﹁登録記念箱
根の三名園 ｣（
仮 と)題し︑昨年︑
国の登録記念物に登録された恩

もく よく

26日㈮
11日㈮

中心でした︒十
七湯になるまで
の歴史と箱根の

人︵定員を超えた

湯本駅︶
・ 時 分解散︵福住楼︶
探訪先 一の湯本館︑環翠楼︑
福住楼
募集定員

プレママ・パパ
出(産育児 教)室
日 時
月 日㈬
時 分〜 時
場 所 さくら館
内 容 お産や母乳育児につい
ての話︑赤ちゃんの沐浴実習
対 象 これから母︑父になる
方
持ち物 母子健康手帳︑筆記用
具︑エプロン
申込方法
月 日㈬までに電
話で申し込んでください︒
申込・照会先 子育て支援課
☎85 9
―595
16

高齢者の健康づくりを支援します！

18

11

イント「大観山」を紹介します。

開館時間は
時〜16時30分
(入館は16時まで)で、
休館日は水曜日と
毎月月末の最終月曜日、
年末年始。
町民の方は展示室も
無料だよ！

賜箱根公園︑強羅公園︑神仙郷
︵箱根美術館庭園︶を紹介しま
す︒

15

25

30 25

6

5日㈮
7日㈭
日㈬

移り変わりをた
どる常設展は︑
湯治場から物見

50

にこにこフィットネス

核家族やライフスタイルの多様化などで、家族
みんなで食事をする機会が減ってきています。
一緒に食事をすると、食事のマナーやあいさつ
も身に付けることができ、会話が弾んで心も体も
元気になります。
家族や友人らとゆっくり食卓を囲んで、コミュ
ニケーションを楽しみましょう。
照会先 さくら館☎85−0800

45

13 6

20

６月は食育月間です
「楽しく食卓を囲む機会をつくりましょう」

10

月
月
月

新緑の鮮やかなグラデーションに覆われた箱根外

14

日時 (10時〜12時)

輪山の一角にあり、箱根の山々を一望できる絶景ポ

年間を通じていろいろな催しも
企画しているよ！
○ 月「夏の体験学習『うごか
す・つくる・ふれて みる
箱根の夏休みなんでも体験道
場(仮) ｣
○12月下旬「正月飾りを作る会」
○ 月初め「お正月を楽しむ会」
詳細は、今後お知らせしていき
ます！

今回は、古い山と新しい山の両方を眺めることができて、箱根火山の地形も学べる「大観山」に行っ
たよ。
大観山から見える山々は、誕生ごとに大きく つに分けられるんだけど、まず、芦ノ湖の向こう側に
連なって箱根全体をぐるっと囲む外輪山。これは、カルデラ（火山活動でできた大きな凹地）の縁の部
分だよ。約40万年前からの噴火でできた外輪山は、噴火で斜面が削られて切り立った形をしているんだ。
それから、約10万年前の噴火で屏風山や鷹巣山ができたんだけど、これらはカルデラの中に形成された
山で、中央火口丘と呼ばれているもの。屏風山や鷹巣山の山頂は平たくて、とがっていないんだ。そし
て、同じ中央火口丘でも比較的新しく約 万年前にできたのが、二子山や駒ヶ岳。こっちはこんもりと
していて、その形から「お寺の鐘」って例えられるんだって。
こうして見てみると、できた時代によって山の形が違う気がするけど、
中央火口丘の形ってどっちも何で三角じゃないんだろう？
山って噴火で溶岩が積み重なったものだから、きっと溶岩が関係して
いると思うんだけど。そっか！ 溶岩の粘り気具合が違うんだ！ 屏風
山とかは粘り気があんまりないから形を保てず平たくなったけど、二子
山とかはドロドロした粘り気のある溶岩が積み重なった形のまま固まっ
たんだ！ これってソースとマヨネーズみたいな違いだよね。
うわ〜、なんだかぼく、うまいこと言っちゃったよ。（笑）
外輪山からは富士山もばっちり見えるんだけど、人間に例えると富士
山は青年で、箱根火山は長老くらいの年の差があるらしいよ。
箱根火山の歴史って、と―――――っても長いんだなぁ。
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はこジ郎の
ぶらぶら
ジオ日記

東日本大震災
義 援 金
11

2014.June
広報 はこね

