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写真でも分かるとおり︑箱根
関所は︑芦ノ湖と街道を見張る
場所として︑大変適しています︒
東海道のルートの中では︑人
々の往来を監視するのに最も都

に逃げ帰ることで幕府への反乱
や︑大量の武器が無断で江戸に
持ち込まれることを防いでいま
した︒
しかし︑箱根の関所では入鉄
合が良く︑芦ノ湖と屏風山のは
ざまにある平地に関所を置き︑
そこを抑えておけば︑事が足り

かん こく

﹁箱根の山は天下の険 函谷
関も物ならず﹂と歌われている
ように︑箱根の山は地形が険し
く︑昔の人がそこを通過するの
は︑とても大変なことでした︒
砲の検査はなく︑出女の取り調
べが特に厳しかったそうです︒
さて︑箱根の関所というと︑

かん

五街道の一つ︑東海道が通る
箱根には︑現在でも石畳が残っ
ており︑散策を楽しむことがで

では︑東海道という︑当時の
大動脈を行き来する人々を監視
する関所
が︑箱根
山の中で
も芦ノ湖
畔に設置
されたの

やま

は︑なぜ
でしょう
か︒
それは︑
芦ノ湖に面した場所に設けた関
びょう ぶ

所の背後に︑斜面が急な屏風山
が迫っていたためです︒

平成26年
月 日㈪

にこにこフィットネス︵第2
期︶の参加者を募集します︒
みんなで楽しく︑ストレッチ
や体操などの簡単な運動を生活
習慣に取り入れませんか︒
日 時

にこにこ
フィットネス

高齢者の健康づくりを支援します！

断層でもあります︒

平山断層とともに︑中央火口丘
の噴火活動と深い関わりのある

︵1930︶年の北伊豆地震で
活動した丹那断層と共に動いた
断層の一つです︒箱根火山南部
の丹那断層と︑北部につながる

が︑この断層の地形を利用して︑
街道や集落が多く作られてきま
した︒箱根町断層は︑昭和5

その活動により︑平地もしくは
谷になります︒日本には活断層
が数千本あるといわれています

箱根地区には︑湖岸に沿って 箱｢
根町断層﹂が走っています︒
一般的に断層周辺の地形は︑

地質的な理由があります︒
芦ノ湖南東側の元箱根地区と

芦ノ湖畔の﹁箱根関所﹂をイメ
ージしがちです︒しかし実際に
は︑ここを中心に仙石原︑根府

で おんな

川︵小田原市︶︑矢倉沢︵南足
柄市︶︑川村・谷峨︵共に山北
町︶の5か所に置かれた関所も
含まれていました︒

たのです︒
関所が建つ︑堂ヶ島︵恩賜箱
根公園︶と屏風山に挟まれた狭
い土地は平地ですが︑これには

きます︒石畳は当時︑箱根越え
の山道に敷かれていました︒
箱根は︑江戸を中心とする関
東平野に対して西側の出入口に
位置し︑その地形の険しさから︑
江戸幕府の防衛と警戒に適した

箱根関所が現在の場所に置か

場所でした︒そのため︑中国の
長安と洛陽の間にある函谷関と
呼ばれる関所と同様に︑都を守
る機能として︑箱根山にも関所
が置かれました︒

よう さい

れたのは︑元和5︵1619︶
年頃とされています︒
当初は︑江戸幕府の軍事的な
要塞という役割が主でしたが︑
街道を行き来する人や彼らが持
つ荷物などを検査する警察的な
いり でっ ぽう

役割へと変化していきました︒
関所は﹁入鉄砲に出女﹂と呼ば
れ︑人質として江戸に住まわせ
られていた大名の奥方が︑国元

湯場地域に残る文化財建
造物や旧跡など( 時間）

17

参加費 4︐500円︵昼食代︑

湯場の歴史探訪会

25 27

11

文化財探訪会

30人

30

10

富士屋ホテル
探訪会

／
kyoudo@tow
n.hakone. kanaga

wa.jp

・7月2日㈫・9日㈫・ 日㈬・
日㈫・ 日㈫
・8月9日㈮・ 日㈫・ 日㈫
・9月3日㈫・ 日㈬・ 日㈬
各日とも 時〜 時︵計 回︶
場 所 仙石原文化センター会
議室
対 象 町内在住の 歳以上の
方で︑医師に運動を止められて
いない︑自力歩行および軽度な
体操が可能な方
持ち物 室内用運動靴︑飲料水
運
※動のできる服装で来てくだ
さい︒
23

定 員
人︵申込順︶
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︑公共交通機関を利用して
ください︒
申込・照会先 健康福祉課
☎85 7
―790

65

日本を代表するクラシックホ
テルの一つで︑登録文化財でも
ある宮ノ下富士屋ホテルの建物
を巡る探訪会を開催します︒
日 時 7月 日㈭
・受け付け
時〜 時 分
・解 散
時 分
定 員 100人︵定員を超え
た場合は抽選︶

平成26年
月23日㈭

断層というと︑地震を引き起
こす怖いイメージを持ちますが︑
その活動は数百年から数千年に
一度であり︑長期的にみると平
野や谷地形を作り︑人間に多大
な恵みを与えてくれる存在です︒
日本の歴史や多様な文化の裏
には︑断層の活動が隠されてい
ます︒歴史的遺産を歴史的背景
だけでなく︑地質や生態系など
の自然の観点でも考える︑これ
がジオパークの視点です︒
箱根町断層も直ちに危険とい
うわけではありませんが︑この
自然と人間との関わりを後世に
しっかり伝えていくことがジオ
パークの重要な活動といえます︒
照会先 企画課☎85 9
―560

平成25年度労働保険(労災保険・雇用保険)の
確定・概算申告と保険料の納付はお早めに
申告・納付期間は 月 日㈪〜 月10日㈬です。
拠出金も申告・納付の対象となります。

また、労災保険と併せて、石綿健康被害救済のための一般

照会先 神奈川労働局労働保険徴収課適用第１係・第 係・
第 係☎045−650−2803

条例により禁止されています︒
物を焼くと必ず煙が出ます︒

簡易式の焼却炉︑ドラム缶や
一斗缶などでごみを焼却する行
為は︑野焼きと同様に法律や県

特にビニールやナイロン系︑
プラスチック系の物を焼くと︑
有害物質が煙となり︑空気を汚

心のある方は︑気軽に問い合わ
せてください︒
照会先
□観光課☎85 7
―410
□︵一財︶町観光協会
☎85 5
―443

い︑協力したいなど︑興味や関

照会先 環境課☎85 9
―565

さい︒

ります︒
ごみは焼かず︑指定された収
集日に︑集積場所に出してくだ

す原因になります︒
また︑焼け残った灰にも有害
物質が含まれている可能性があ

箱根大名行列
保存会に
参加しませんか
箱根を代表する祭りの一つで︑
毎年 月 日に開催される箱根
大名行列は︑江戸時代の参勤交
代の様子を再現したもので︑多
くの観客でにぎわいます︒
この大名行列は︑箱根大名行
列保存会が中心となっており︑
本番前には演技の練習を積み︑
多くの方に喜んでもらえるよう
に取り組んでいます︒
箱根大名行列保存会では︑今
後も行事の継続を図る上で新た
な力を求めています︒
会員を随時募集していますの
で︑箱根の伝統行事に参加した

毎年 月 日〜10日は「電波利用環境
保護周知啓発強化期間」です。
不法な無線局はテレビ・ラジオ放送や
携帯電話だけでなく、警察や消防、救急
用の無線など、人命に関わる重要な無線
にも、混信や妨害を与えます。
電波のルールを守り、正しく使いまし
ょう。
照会先 関東総合通信局
□不法無線局による混信・妨害
☎03−6238−1939
□テレビやラジオの受信障害
☎03−6238−1945
□地上デジタル放送の受信相談
☎03−6238−1944

保険料︑資料代を含む︶
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︑
年齢︑性別︑電話番号を記入し︑
6月 日㈪必着で申し込んでく
ださい︒
●今後の予定
平成 年度の文化財探訪会の
日程は表のとおりです︒
詳細は決定次第︑広報﹁はこ
ね﹂などに掲載し︑その都度参
加者を募集します︒
申込・照会先 〒2
50 0
―311 箱
根町湯本266 教
育委員会生涯学習課
／☎85 7
―601

宮城野地域に残る道祖神
などの旧跡（ 時間）

18 20

12

14

25人

宮城野散策
（道祖神）

屋
外
で
ご
み
を
禁燃
止や
さす
れこ
てと
いは
ま
す

﹁
関
所
と
石
畳
﹂
15

45

40人

17

25

※内容や開催日は変更する場合があります。

10

30

国登録文化財｢松の茶屋」
11月21日㈭
（ 時間）
松の茶屋探訪会

25人

11

私は守ります
電波のルール

ジ
オ
サ
イ
ト
の
紹
介

箱
根
ジ
オ
パ
ー
ク
を
知
ろ
う
！
10月24日㈭

15 10 11

30人
宮城野散策
（明神ケ岳方面）

宮ノ下に残る歴史的建造
物や旧跡（ 時間）

月18日㈬

宮ノ下さんぽ

定員
日
月
探訪先・所要時間
宮城野〜明神ヶ岳の旧跡
や植物（ 時間）
※健脚向き
探訪会名

10

2013.June
広報 はこね
11

2013.June
広報 はこね

