―

あることが分かりました︒これ
により︑芦ノ湖の形成は約16

逆さ杉については︑いつ水没
したのか︑その年代を調べられ
ますが︑芦ノ湖の逆さ杉が水没
したのは︑平均1600年前で

たと考えることができます︒

木々が茂っていた場所が湖になっ

ているのでしょうか︒
一般的に考えると︑水中で木
が成長したというわけではなく︑

箱根ジオパークを知ろう！
ジオサイトの紹介
﹁
―箱根神社﹂と﹁芦ノ湖﹂
新年を迎え︑正月の初詣には︑
箱根神社にお参りに行く方も多
いと思います︒
今回は︑箱根神社と芦ノ湖を
ジオの視点で紹介します︒
万年以上も前から活動を始
めた箱根火山は︑さまざまな噴
火活動によって︑複雑かつ険し
い山岳地帯を形成しました︒
それ故︑古来人々はこの山々
に畏敬の念を抱き︑山岳信仰の
対象としていました︒多くの修

成されたというのが通説です︒
いずれの年代も間違いないと
すると︑約3000年前に芦ノ
湖が形成され︑その後︑逆さ杉
が約1600年前に突如︑湖に

箱根ジオパーク
認定記念
フォトコンテスト
作品募集中！

○地形・地質︵ジオ︶部門
山︑川︑海︑岩石や露頭︵地
層の見える場所︶

と思う写真
を︑ ぜひ応募してください︒
募集部門

こそ箱根ジ
オパーク！﹂

水没したことになります︒
地域の魅
では︑何本もの大木が突如︑
湖に水没︵湖の中に一瞬で移動︶ 力を再発見
し︑﹁これ
した原因は何なのでしょうか︒
これには︑芦ノ湖周辺の地形
が関係しています︒特に︑外輪
山側の湖岸の急で険しい斜面に
生えていた木々が︑大地震など
で起きた山崩れにより︑立った
まま湖底まで滑り込んだために︑
あたかも湖底から生えているよ
うな姿になっているのです︒
逆さ杉の水没年代は︑詳しく

○歴史・文化︵ヒト︶部門
歴史的建造物︑人々の姿︑町
の風景︑祭りの様子
応募方法 2月 日㈭までに箱
根ジオパーク推進協議会ホーム
ページ︵
http://www.hakone︶内の応募フォー
geopark.jp/
ムから応募してください︒
照会先 企画課☎85 9
―560

箱根の魅力を学ぶ

観光講演会
商工従業員表彰式終了後︑観
光講演会を開催します︒
国際観光地 箱
―根について︑
基礎的な知識を得られる良い機
会ですので︑従業員のおもてな
しの社員研修の場として︑活用
してください︒

（出典 ㈳アルコール健康医学協会）

00年前と考えられます︒
ところが︑地形・地質学的に
芦ノ湖の形成を考えると︑地層
の年代により約3000年前に

16

．飲酒後の運動・入浴 要注意

○動物・植物︵エコ︶部門
四季折々の花や木または︑魚
や鳥など箱根で出会った動物
40

10．肝臓など 定期検査を忘れずに

調べると︑およそ1050年前︑
1600年前︑2100年前の
3つのピークがあり︑箱根地域

．飲まないで 妊娠中と授乳期は

神山の北西斜面が大きく崩れ︑
その土砂が早川をせき止めて形

日 時 2月 日㈭
時 分〜 時 分
場 所 仙石原文化センター
内 容 箱根
ジオパークに
ついて 〜箱
根ジオパーク
で地域を再発
見！ 見なれ

11

た風景に隠さ
れた火山や歴史のストーリーを
見つけよう！〜
講 師 企画課 青山朋史

30 30

23

．アルコール 薬と一緒は危険です

行僧が往来する場所となり︑奈
良時代の天平宝字元年 7(57 )
にこの地にやって来たのが︑箱
根神社を創建した万巻上人です︒

28

40 14

申込・照会先 観光課
☎85 7
―410

ひと

では︑500〜1000年の間
隔で︑逆さ杉を形成するほどの
巨大な地震が起きていたと考え

〜適正飲酒の10か条〜

られています︒最近の逆さ杉は︑
大正 年︵1923︶の大正関

「適正飲酒の10か条」を紹介します。

東地震によりできたとされてい
ます︒
九頭龍伝説により︑芦ノ湖は
箱根神社の御手洗池として大切

しょう。

10

．許さない 他人への無理強い・イッキ飲み

13

としての役割もあるので、健康的な飲み方を心掛けま

にされ︑湖水祭では︑三斗三升

ざまな病気の原因になります。

13

．やめようよ きりなく長い飲み続け

23

とはいえ、酒には大人のコミュニケーションの1つ

10

20

新米ママ・パパ
出産育児教室

．つくろうよ 週に二日は休肝日

―豆まきの入れ物を作ろう―
肥満や高血圧、肝臓病、アルコール依存症など、さま

三合の赤飯が龍神に捧げられて
います︒
照会先 企画課☎85 9
―560

飲み方を間違えると、

日 時
月 日㈬
時 分〜 時
場 所 さくら館
内 容 講習︵お産の進み方︑
赤ちゃんと母親の歯について︑
赤ちゃんとの過ごし方︶
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

．強い酒 薄めて飲むのがオススメです

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

．食べながら 適量範囲でゆっくりと

紙コップを飾って、豆まきの入れ物を作
りましょう。
日 時
月25日㈮10時〜12時
場 所 さくら館 階訓練室
対 象 未就園児と保護者
照会先 仙石原子育て支援センター
☎85−2300

30

子育て支援センターだより
︻ 回目︼
日 時 1月 日㈬

量の場合です。

皆さんの健康づくりを応援！

少量の酒は百薬の長な

時〜 時 分
内 容 調理実習
持ち物 エプロン︑三角巾
定 員
人︵申込順︶
場 所 いずれもさくら館
申込方法 各教室開催日の7日
前までに︑直接または電話で申
し込んでください︒
申込・照会先 さくら館
☎85 0
―800

は、あくまでほどほどの

はつらつ町民
健康教室

どと言われますが、それ

今回は︑糖尿病予防教室です︒
糖尿病の正しい理解は︑病気
の発症や合併症の防止につなが
りますので︑ぜひ参加してくだ
さい︒
︻1回目︼
日 時 1月 日㈬
時〜 時 分
内 容 講義︵講師 土屋医院
土屋 眞先生︶

年末年始は、酒を飲む

伝説では︑万巻上人は芦ノ湖
に石台を築き︑そこで祈り︑暴
れていた九頭龍を逆さ杉と鉄の

上下水道温泉課

30

機会が増える時期です。

びょう ほ

貸付金の制度があります。

10

2013.January
広報 はこね
11

年以内）や
金（供用開始から

15

●酒と上手に付き合う

鎖で縛りつけて︑魔力を取り払
い︑その後︑九頭龍明神として
祭ったとされています︒

事に要した費用について、補助

14

さて︑逆さ杉とは︑湖底から
水面に向かって生える木々の総
称です︒種類としては杉の木が
最も多く︑湖面から突き出た梢

なお、公共下水道への接続工

16

照会先 さくら館☎85−0800

の部分が水面に映ると︑逆さ富
士のように逆さに見えることか

事を開始してください。

12

くり・食育ひろば
健康づ

〜樹木を無料配付〜

お願いします。

芦ノ湖と深い関わりをもつ箱根神社

☎85−9567

らこのような名前が付きました︒
逆さ杉はなぜ︑湖の中に生え

い方は、公共下水道への接続を

配付場所 宮城野苗圃︵案内図
は返信はがきに記載︶
その他 申し込み多数の場合は
配付数を調整します︒
申込・照会先 環境課☎85 ―

提出し、町の確認を得てから工

緑
｢の銀行 か
｣ら

まだ公共下水道に接続していな

16

（供用開始区域）に住んでいて、

10

公共下水道が使用できる区域

9565／〒250 0
―398
箱根町湯本256

また、工事着手前に申請書を

65

﹁緑の銀行﹂では︑緑豊かな
生活環境づくりを推進するため︑
一般家庭や事業所から寄贈され
たものや町で育てた樹木 本を
無料配付します︒
申込方法 往復はがきに希望樹
木名︑本数︑住所︑氏名︑電話
番号︑配付期間中の受取希望日
を明記し︑1月 日㈭必着で申
し込んでください︒︵往復はが

接続工事は、必ず町が指定し

31

きの返信には︑住所および氏名
を記入︶
1
※世帯当たり1種類につき2
本以内︑総数 本まで申し込み
ができます︒
配付期間 3月 日㈪〜6日㈬
時〜 時
配
※付期間中でも受取希望日の
変更はできません︒

ている工事店で行ってください。

40

公共下水道への
接続のお願い

配付樹木
○ローバイ（80〜120㎝）
25本
○クロローバイ（120㎝）
本
○トウゴクミツバツツジ(120㎝)
本
○ムラサキシキブ（80㎝） 10本
○アセビ（80㎝）
10本
○ツツジ・サツキ（50〜60㎝）
10本
照会先

2013.January
広報 はこね

．談笑し 楽しく飲むのが基本です

