は、平成16年にユネスコ（国際連合教育科学文化機関）の支援により始まり
ました。

この地域は世界的にも温泉が
有名ですが︑これは火山の恵み
そのものであり︑豊富な湯量と
多様な泉質を誇る由緒ある温泉
が楽しめます︒その火山は︑そ

崎県)、室戸(高知県）が世界ジオパークネットワークに加盟認定されていま
す。

そして「火山の博物館」とも呼ばれる箱根火山を中心に、箱根町、小田原
発表される新たな日本ジオパークの認定に向けて取り組んでいます。

イドの説明を聞き︑五感を使っ
て台地の成り立ちや歴史を学ぶ
ジオツアーの開催︑そしてジオ

れています。

箱根ジオパーク構想の
ロゴマーク募集
箱根ジオパーク推進協議会で
は︑ジオパークのＰＲ活動やガ
イド養成講座の実施︑ジオツア
ーの開催などの取り組みを進め
ていますが︑箱根ジオパーク構
想のさらなる魅力を効果的にＰ
Ｒするため︑ロゴマークを募集
します︒
詳細は︑箱根ジオパーク推進
協議会ホームページ︵ http://
︶に掲
www.hakone‑geopark.jp/
載しています︒

小田原市荻窪300／
hakone
geo‑logo@city.odawara.kanaga
wa.jp

〜箱根の自然と歴史を再発見！〜

巡回展
箱根ジオパークを目指して

郷土資料館では︑巡回展﹁箱
根ジオパークを目指して〜箱根
の自然と歴史を再発見！〜﹂を
開催します︒
この巡回展では︑世界的に有
名な箱根がジオパークとして認
定されるよう︑その豊かな自然
や歴史遺産を広く紹介します︒
珍しい岩石や温泉関係の資料
などに︑ぜひ触れてください︒
なお︑町民の方は窓口で申し
出れば無料で入館できます︒
期 間 7月 日㈯〜9月 日㈪
9
（月5日㈬・ 日㈬は休館 ）
夏
※休み期間中︵7月 日㈯〜
8月 日㈮︶は無休です︒
28

日 時 8月 日㈬
9時 分〜 時 分

周辺を歩きます︒

所︶の１つである箱根関所で︑
わらじ体験をしませんか︒
わらじを履いて︑箱根関所の

ジオサイト︵ジオパークの見

わらじ歩き体験
〜ジオパークを楽しもう〜

申込・照会先 教育委員会生涯
学習課郷土資料館
☎85 7
―601

12

募集内容 ﹁箱根ジオパーク構
想﹂の文字が入り︑箱根ジオパ
ーク構想のイメージにふさわし
いもの
賞 金 採用作品１点に対して
賞金 万円︵受賞者が高校生以
下の場合は︑賞金相当額の︑図
書カードおよび当地域内の名産
品を贈呈︶
応募方法 専用の応募用紙１枚
につき１作品および必要事項を
記入し︑８月 日㈮までに郵送
またはＥメールで申し込んでく
ださい︒︵当日消印または受信
有効︶
応募・照会先 小田原市企画政
策課箱根ジオパーク構想ロゴマ
ーク募集係☎0465 3
―3 ―
1379／〒250 0
―855

だまり

31

月に

もっと知りたい
箱根ジオパーク

じめ、糸魚川(新潟県)、山陰海岸(京都府、兵庫県、鳥取県)、島原半島（長

ジオパークの楽しさや面白さ
を知ってもらうため︑ＰＲ展や
巡回展の他︑風景を見ながらガ

日本では、20地域が日本ジオパーク委員会により日本ジオパークに認定さ
パークを案内するガイドの養成
などに取り組んでいます︒
箱根とその周辺にあふれる貴
重な地質や素晴らしい景観を︑
普段とは違った角度から眺め︑
新たな魅力を再発見しませんか︒
照会先 企画課
☎85 9
―560

日 時 7月 日㈫
時〜 時 分
参加方法 当日現地で随時受け
付けます︒
●ガイドツアー同時開催
当日はガイドツアーも開催し
ます︒ただし︑ツアーに参加を
希望する場合は︑事前に申し込
みが必要となります︒
開始時間
時︑ 時︑ 時
︵各回 分程度︶
集合場所 箱根関所京口千人溜
︵受け付けは開始時間の 分前
まで︶
見学場所 箱根関所︑県立恩賜
箱根公園など
定 員 各回 人︵申込順︶
申込方法 電話で申し込んでく
ださい︒
申込・照会先 教育委員会生涯
学習課郷土資料館
☎85 7
―601
ジ｢オパークの日﹂記念
夏休み親子で箱根ジオツアー

桃源台駅から︑高低差300
ｍ の自然探勝路︵約3 ︶を歩
き︑ジオサイト候補地である大

17

集合・解散場所 箱根ロープウェ
イ桃源台駅
対 象 小学生以上の親子︵要
保護者同伴︶
定 員
人︵応募多数の場合
は抽選︶
参加費 親子２人で3︐000
円︵追加の場合は︑大人1人に
つき2︐000円︑子ども1人
につき1︐000円︶
申込方法 7月 日㈫までに電
話で︑またはホームページの専
用フォーム︵ http://wens.gr.
︶から申し込ん
jp/form/entry/
でください︒
申込・照会先 ホールアース自
然学校

30

れており、そのうち、箱根町の姉妹町である洞爺湖町の有珠山(北海道)をは
県内最大級の勇壮な名瀑
飛龍の滝

涌谷を目指します︒
わらじ履き体験やフィールド
実験なども行います︒夏休みの
自由研究にもぴったりのジオツ
アーに︑親子で参加しませんか︒

21
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箱根火山の魅力を日本へ！
そして世界へ！
大地の恵みを未来へ伝え、地域の持続的な発展を目指すジオパークの活動

の成り立ちや形状が独特です︒
数ある山々には地域特有の植
物が︑また相模湾に面している
地域に目を向けると︑そこには
多くの動植物が生息しています︒
そして︑城下町小田原や箱根
旧街道などに見られる歴史や文

し︑日本ジオパークネットワー
クでは︑8月 日を﹁ジオパー
クの日﹂としています︒

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

☎0544 6
―6 0
―152
★﹁ジオパークの日﹂って？

30

箱根ジオパーク構想を
知ろう
箱根ジオパーク構想とは︑日
本地質百選にも選定されている
﹁箱根火山﹂と周辺地域の豊か
な自然︑この地域に伝わる歴史
と文化︑そして観光利便性など
を含めた土地柄を生かして︑ジ
オパークとしての認定を目指す
ものです︒
さらに︑認定後も箱根火山を
この地域の新たな観光資源とし︑
継続して地域振興につなげてい
くこととしています︒

める 「大地の公園」です。

自然の宝庫
箱根ジオパークの魅力

ジオパークは、豊かな自然を作り、歴史を支え、文化を育んできた地域の
化もこの地域の魅力の一つです︒

30

km

31

郷土資料館では︑8月もジ
オパークに関連するイベント
を開催予定です︒

22

14

10

11

11

10

現在、ヨーロッパと中国を中心に、世界ジオパークとして87か所が認定さ
箱根関所
周年

市、真鶴町、湯河原町は、この地域一体を「箱根ジオパーク」とし、
真鶴（相模湾）
ウメボシイソギンチャク

大地を「地球活動の遺産」として保全しつつ、教育に役立て、みんなで楽し
小田原城天守閣

2

2012.July
広報 はこね
3

幕山
湯河原

復元

箱根ジオパーク
認定を目指して
往時をしのぶ箱根旧街道石畳

