｣―

箱根火山は︑ 万年にも及ぶ
形成史を持っていますが︑神山
や駒ケ岳を含む後期中央火口丘
は約6万年前から活動を始めた
比較的新しい火山体です︒
神山は︑溶岩流や火砕流︵溶
岩やガスなどの混合物が高速で
地表を流下する現象のこと︶を
噴出する噴火を繰り返し起こし
てきた成層火山です︒

がん せつ

およそ3︐000年前には︑
神山の北西斜面が大きく山体崩
＊
壊を起こし︑馬蹄形カルデラを
形成しました︒その際︑崩壊物
が岩屑なだれとして仙石原付近
に厚く堆積し︑早川をせき止め︑

自然探訪会
大涌谷温泉探訪会
〜スパ ウ
･ォッチング〜
箱根の自然の素晴らしさや面
白さを感じるウオッチングと︑
軽いハイキ
ングを楽し

神山の北西斜面の山体崩壊の
後︑その崩壊跡の中で形成され
たのが冠ヶ岳溶岩ドームであり︑
この溶岩ドーム形成が箱根火山

などが流れ山地形です︒
今回は︑箱根ジオサイトの一
つである大涌谷をハイキングし
ながら︑温泉の成り立ちについ
て学びます︒

然探訪会を
開催してい
ます︒

む箱根の自

最後のマグマ噴火です︒
最近の研究で︑約3︐000
日 時 9月 日㈫
9時 分〜 時
雨
（天中止︶
集合場所 大涌谷観光センター

年前と約2︐000年前︑そし
て 〜 世紀に大涌谷周辺で３
度の水蒸気爆発があったことが
明らかになっています︒
このように︑ジオサイトとは︑
単なる景勝地というだけではな
く︑今日に至るまでの大地の形
成過程を学べる場所であり︑こ
れまでとは一味違った視点で地
域を見つめることができます︒
＊カルデラとは︑ポルトガル語
で﹁大鍋﹂の意味で︑火口より
も大きな円形に近い火山性の凹
地のこと︒
照会先 企画課☎85 9
―560

売店前
募集人員
人程度
申込・照会先 教育委員会生涯
学習課☎85 7
―601
第 回
小｢田原・箱根産業まつり ｣
小田原箱根元気フェスタ
〜みんなに元気を！
まちに活気を！
ご縁に感謝を！〜
箱根会場を町内2か所に設け︑
箱根ならではの乗り物や食べ物
などの地場産業を楽しめる催し
をたくさん用意しています︒

●強羅駅前会場 プ(レイベント )
日 時 9月8日㈯ 時〜 時
内 容 ﹁ワクワク！箱根親子

日 時 9月 日㈯ 時〜 時
内 容 スワンボートのタイム

ーナーなど︵予定︶
●芦ノ湖畔・箱根園会場

鉄道展﹂ 箱(根登山鉄道㈱主催 )
とのコラボレーションイベント︑
スタンプラリー︑箱根強羅まん
じゅう狩り︑物産販売︑体験コ

16

トライアルレース︑お楽しみ縁
日︑地場産業のＰＲコーナーな
ど︵予定︶
照会先 小田原箱根商工会議所
箱根支部☎85 6
―245

17

箱根ジオパークを目指して！
ジオサイトの紹介
神山と流れ山
―｢
箱根の最高峰である神山は︑
隣接する駒ケ岳とともに古くか
ら信仰を集めた山です︒
毎年 月 日に駒ケ岳山頂で
執り行われる御神火祭では︑神
ひも ろぎ

山を神籬 神(を招き降ろす場所 )
として真正面に拝するなど︑神
山をご神体としてあがめる山岳
信仰の形を今に伝えています︒
火山に神が降臨するという話
は︑アフリカ・タンザニアのオ
ルドイニョ・レンガイ火山はマ
サイ語でまさに﹁神の山﹂とい
う意味を持つように︑世界でも
例が見られます︒また︑ハワイ
のキラウェア火山は火の神ペレ
の住処とされています︒
現在の芦ノ湖を誕生させました︒
岩屑なだれが堆積した姥子周辺
には︑山体の巨大な破片である
岩塊が突出しており︑船見岩︑
金太郎岩︑望湖石︑大石などの
名前が付けられています︒
これらの地形を﹁流れ山﹂と
言い︑代表的な火山地形の一つ
です︒
日本ジオパークに認定されて
いる地域では︑磐梯山ジオパー
クの裏磐梯︵五色沼周辺など ︑
)
島原半島ジオパークの九十九島

教育委員会生涯学習課郷土資料館☎85−7601
照会先
秋の夜長は虫の音を聞きながら、上手に睡眠を取り、

衣
※装は数に限りがあります︒
また︑衣装の着脱にはそれぞれ
約 分かかります︒
貸出料 1人1︐000円
申込方法 電話で申し込んでく
ださい︒ただし︑予約状況によ
り当日も受け付ける場合があり
ます︒
申込・照会先 箱根関所
☎83 6
―635

つまり、食べてすぐ寝ると肥満になるのです。

持ち物 室内用運動靴︑飲料水

10

10

休館日となります。

いずれも9時〜 時︵受付時
間は9時〜 時︑ 時〜 時︒
雨天など悪天候の場合は中止︶
体験時間 1時間
着付衣装 武士︑足軽︑腰元︑
町娘

なお、24日㈪は月末の月曜日にあたるため、通常の

13 15

りやすくなるのです。

箱根関所
武士衣装等
着付体験

22

ん蒸）のため、臨時休館します。
寝てしまうと、糖が消費されず脂肪として蓄積され、太

神山の崩壊後に形成された冠ヶ岳

ります。

12

武士や町娘などの衣装を着て︑
箱根関所とその周辺を散策し︑
往時の気分に浸ってみませんか︒
日 時

月22日㈯・23日㈰は、資料の殺虫・殺菌作業（く

10

すれば、エネルギーとして使われますが、食後すぐに

22

郷土資料館臨時休館のお知らせ
血中に糖があるうちに運動を

29

27 14

胃がん・大腸がん検診
︵集団検診︶を行います

昔から「寝る子は育つ｣､「食べてすぐ寝ると牛にな

30

血糖値がピークになります。

14

30

○9月 日㈰・ 日㈪・ 日㈯・
日㈰・ 日㈯・ 日㈰
○ 月6日㈯・7日㈰・8日㈪・
日㈯・ 日㈰・ 日㈯・
日㈰・ 日㈯・ 日㈰
○ 月3日㈯・4日㈰・ 日㈯・
日㈰・ 日㈯・ 日㈰・
日㈮・ 日㈯・ 日㈰

に育つということになります。

15

31

23 11 11 21 13 10 23

13

運
※動のできる服装で来てくだ
さい︒
定 員
人︵申込順︶
申込方法 9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

る」など、睡眠と肥満の関係を示唆するような迷信があ

14

メタボの予防をしませんか。

申込・照会先 さくら館
☎85 0
―800

時間で
また、食後30分から

にこにこ
フィットネス

子は太らない」のであり、健全

10

い体になります。つまり「寝る

さくら館

第3期の参加者を募集します︒

●睡眠時間で脱！メタボ!?

30

28 20

25 18

すると食欲が増して太りやす

時30分〜11時

筋力をつけて︑健康な体を作
りましょう︒
期 間
月2日〜 月 日

が増えてしまいます。

月11日㈫

30 25

17

プチンが減り、食欲を増進する空腹ホルモンのグレリン

24 17

睡眠時間が短いと、食欲を抑える満腹ホルモンのレ

役場分庁舎

12

16

るという海外の研究があります。

時〜11時

65

時間以下の人は73％も上昇す
時間の人は50％上昇、

※ 月11・13日については､｢保健だより｣と会場が異
なりますので､注意してください。

県道735号線の上下線を分ける大きな岩塊(大石)

40

月10日㈪

12

12

くり・食育ひろば
健康づ

場
会
日程〉
日時(受付時間)

毎(週火曜日︒計 回 )
時 間
時〜 時
場 所 箱根集会所集会室
対 象 町内在住の 歳以上の
方で︑医師に運動を止められて
おらず︑自力歩行および軽度な
体操が可能な方

さて、真相はどうなのでしょうか。

箱根集会所

10

10

さくら館☎85−0800
照会先

時30分〜11時 仙石原文化センター
日㈭
月

社会教育センター
時〜11時
日㈫
月

大平台集会所

24

自分で作った音の出るグッズで楽しく応援し
よう！
日 時
月28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

〃
月13日㈭

11 11

10

自己負担金などの詳細につい
ては︑﹁保健だより﹂で確認し
てください︒
対 象
歳以上の方
申込方法 検診日の前日までに
電話で申し込んでください︒
平
※成 年度中に︑胃がん・大
腸がん検診を集団検診で受診し
た方︑既に申し込んだ方は︑再
度申し込む必要はありません︒

子育て支援センターだより

40

23

―運動会の応援グッズを作ろう―

10

2012.September
広報 はこね
11

時間眠る人が最も低く、睡眠時間が
〜
肥満率は

2012.September
広報 はこね

