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このうち︑凝灰角礫岩は︑火
山灰や溶岩の破片などが積もっ
てできた岩石をいい︑早川凝灰
角礫岩は︑ 百万年前の海底火

―｢
箱根の玄関口である湯本地域
は︑早川と須雲川の2つの渓谷
が合流する大きな谷間に位置し
ています︒
湯本地域の谷底の部分では︑
山の噴出物が海底に積もってで
きたものです︒
これには軽石が入っているた

川凝灰角礫岩となっています︒

箱根火山が活動を始めた約 万
年前よりもはるか昔︑約 百万
年前に海でできた地層が見られ
め全体的に白く︑湯本地域では︑
昔から﹁白石﹂と呼んでいまし

ま

がい ぶつ

た︒
箱根湯本駅裏には︑この白石
早(川凝灰角礫岩 を)彫って作ら
れた磨崖仏の白石地蔵がありま
す︒
中世の箱根山は︑険しい山々
と各所に見える噴気から︑地獄
ぞう

ぼ

さつ

あるため︑化石を産出すること
でも有名です︒
巻貝や二枚貝などの貝類の化
石の他︑昔︑その形から﹁天狗
の爪﹂と呼ばれたサメの歯の化
石も見つかっています︒
現在見られるホホジロザメの
大きさは約4ｍ ですが︑メガロ
ドンと呼ばれる当時のサメは︑
全長 ｍ もの巨大ザメでした︒
この地層は︑湯本地域より上
流部でも広く見られ︑特に︑堂
ヶ島の渓谷で観察することがで
きます︒ここからは︑温泉が湧
き出しており︑箱根七湯の一つ
となっています︒

こえる早川の谷底︑観光客でに
ぎわう箱根湯本駅のすぐ近くで︑

ジ
｢オパークの日 記
｣念
夏休みに家族で
箱根ジオツアー
真鶴半島
洞爺湖有珠山︑糸魚川︑島原
半島の3地域が世界ジオパーク
に登録され︑日本に初めて世界
ジオパークが誕生した日を記念
し︑日本ジオパークネットワー
クでは︑毎年8月 日を﹁ジオ
パークの日﹂としています︒
この日を記念し︑箱根ジオパ
ークのジオサイトの一つである
真鶴半島の三ツ石海岸およびそ
の周辺で︑磯の生き物観察や溶
岩染めをします︒
夏休みの自由研究にもぴった
りです︒
日 時 8月 日㈭
9時 分〜 時
荒(天の場合は 日㈮ )
集合・解散場所 ケープ真鶴
︵真鶴町真鶴1175︶
対 象 小学生以上の方および
その保護者︵必ず同伴︶
定 員
人︵応募多数の場合
は抽選︶
参加費 大人と子どもの2人一
組で1︐500円︵追加の場合

申込方法 7月 日㈬までに︑
電話またはホームページから申
し込んでください︒
申込先 ホールアース自然学校
☎0544 6
―6 0
―152/
http://wens.gr.jp/indivi
dual/outdoor/hakonegeoto
ur2013.html
主 催 箱根ジオパーク推進協
議会
照会先 企画課☎85 9
―560

東日本大震災義援金受け付け中

ます︒
早川や須雲川の渓谷は深く削
られており︑その下にある基盤
岩を簡単に目にすることができ
ます︒
箱根の山自体は︑外輪山や中

はや

央火口丘といった箱根火山の噴
出物からできていますが︑箱根
火山の基盤岩は︑須雲川流域の
須雲川安山岩類と早川流域の早
じ

さい

とみなされ︑地蔵信仰の広がり
とともに︑各所に地蔵菩薩が祭
られました︒

旅人を見守る仏として︑白石地
蔵が刻まれました︒
やがて近代となると︑白石は
建材としても注目され︑擬洋風
人類誕生直後の時代の地層を見
ることができるのです︒

とにより発症が高まりますので、体調の変

は大人1︐000円︑子ども5
00円︶
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条件と、個人の体調による影響が重なるこ

地域、家庭で交通安全のひと声を！
夏のレジャーで長距離運転をする際などは、２時間に1回は
休憩し、眠気を感じたら仮眠をとるなど、ゆとりを持った安全
運転を心掛けましょう。
夏は観光客の車が増えますので、お子さんが出かけるときは
「車に気をつけてね！」など、交通安全のひと声を必ず掛けま
しょう。

熱中症は、気温や湿度が高いなどの環境

ゆとりから」

箱根湯本駅周辺も当時︑賽の
河原︵冥途にあるといわれる河
原︶に見立てられていたため︑

建築として建てられた福住旅館
の外壁にも用いられました︒
照会先 企画課☎85 9
―560

くなります。

箱根では︑川のせせらぎが聞

白石はまた︑海底の堆積物で

十分で、熱中症にかかる危険は大人より高

心と時間の

トラブルの具体例

また、乳幼児は体温調節機能の発達が不

「安全は
の注意が必要です。

○回収を断ったのに︑しつこく
勧誘された︒
○無料だと思っていたら︑後で

ましょう。

月11日㈭〜20日㈯

23

手数料などを請求された︒
○高額だったためキャンセルし
ようとしたら︑暴力的な言動
で威圧され︑断れず支払った︒
トラブルに遭わないためには
○無料回収をうたっていても︑
料金を請求される場合がある
ので︑注意してください︒
○粗大ごみなどを出す際には︑
町に相談してください︒

り、扇風機などで温度調節をするようにし

夏の交通事故防止運動
暑い環境にいることになりますので、一層

22

15

町に回収を依頼する場合は︑
※
環境センター︵☎83 6
―59
6︶に連絡してください︒

身長が低い（地面が近い）ため、晴れた

in

30 22

のどが渇いていなくても水分を補給した

URL

日の外出は、大人が暑いと感じる以上に、

30

くくなっています。

国民年金保険料免除・

熱中症の予防には、暑さを避け、こまめ

納付猶予制度を

廃棄物の処理に関する法律で
は︑家庭から出た不用品 ご(み )
を回収または処分する場合には︑
一般廃棄物収集運搬業の許可が
必要です︒︵メーカーや販売店が︑

必要です。

照会先 環境課☎85 9
―565

を自覚しにくく、また、体の熱を放散しに

家電リサイクル法対象物 テ
［レ
ビ︑エアコン︑冷蔵庫︑冷凍庫︑
洗濯機︑衣類乾燥機 ま
］たはパ
ソコンを引き取る場合を除く︶
町の許可を受けた一般廃棄物
収集運搬業者が︑トラックなど
で宣伝しながら回収することは
ありません︒
また︑この法律では︑不用品

暑さが増すこの季節は、熱中症に注意が

ご(み を)排出する住民や事業者
の皆さんにも︑責任を持って処
分することが求められています
ので︑不用品や粗大ごみなどは︑
ルールに従い処分しましょう︒

●熱中症に注意！

町立公共施設17か所に募金箱を設置し、義援金を受け付
けています。
預かった義援金については、順次日本赤十字社を通じて、
被災地に届けています。
受付期間 平成26年 月31日㈪まで
受付状況
月18日現在8,689万6,307円
照会先 健康福祉課☎85−7790

化に気を付け、予防を心掛けましょう。

予されます︒︵毎年4月から受
け付け開始︶
免除・猶予期間の保険料は
追納しましょう
国民年金保険料の免除・納付
猶予を受けていた期間は︑年金
額には反映されないため︑年金
を満額支払ったことにはなりま
せん︒
納付・猶予期間中に支払わな
かった分については︑後から納
付すること︵追納︶ができます︒
追納は︑それが承認された月
からさかのぼって 年以内の免
除・猶予期間に限られています︒
免
※除または猶予を受けてから
3年目以降に追納する場合は︑
当時の保険料に加算金が上乗せ
されます︒
将来︑より多くの年金を受け
るためにも︑申請後の追納をお
勧めします︒
照会先 保険年金課
☎85 9
―564

不用品回収業者
とのトラブルに
注意！

特に高齢者の方は、暑さや体の水分不足

と

スピーカーなどで広報しなが
ら不用品︵ごみ︶を回収してい
る業者に関するトラブルが︑全
国的に増えています︒

り･食育ひろば
健康づく

利用していますか
国民年金第１号被保険者︵自
営業者など︶の方で︑保険料を
納めることが困難な方に対し︑
保険料の納付が免除または猶予
される制度があります︒
●法定免除
障害年金または生活扶助を受
けている方は︑届け出により全
額が免除されます︒
●申請免除
前年の所得が一定額以下で︑
現在収入がなく︑保険料を納め
ることが困難な方は︑申請書を
提出し承認された場合︑保険料
が免除されます︒︵毎年7月か
ら受け付け開始︶
●納付猶予
歳未満の方は︑申請書を提
出し承認された場合︑本人およ
び配偶者︵未婚の場合は申請者
本人のみ︶の所得状況により︑
保険料の納付が猶予されます︒
●学生納付特例
一定所得以下の学生︵夜間・
定時制課程や通信課程の方を含
む︶は︑申請書を提出し承認さ
れた場合︑在学期間のうち︑申

に水分を補給することが大切です。
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請した年度の保険料の納付が猶

さくら館☎85−0800
照会先
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2013.July
広報 はこね
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2013.July
広報 はこね

