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編集後記 

奥日光の自然情報誌 

楓通信 No.129 

発行：自然公園財団日光支部 

2017年 6月 1日発行 
次号 9月初旬 発行予定 

季刊 一部 100円 
定期購読料 1,000円（送料込） 

今冬の雪も終わりかなと思っていた 3月下旬に春の大雪が降り、那須のスキー場では雪崩が発生して、訓練中の高

校生等が犠牲になりました。高校生に雪山は危険とか、雪崩注意報が発令中の行動だったとか、雪崩ビーコンを携帯し

ていなかったとか、事故の原因と責任の所在を追及する報道がされました。登山を愛する一人として、残念な結果とし

か言いようがありません。安全性が高い街中とは違う大自然の事故だけに、心境は複雑です。（Ｍ・Ｋ） 

定期購読のお申込み 

氏名・住所・電話番号を明記の上、郵便振替にて自然公園財団宛に

購読料をお支払いください。年途中からでもどうぞ！ 

 ゆうちょ銀行 振替 No. 00370-3-7232 

一般財団法人自然公園財団日光支部 
〒321-1662 栃木県日光市湯元 日光湯元ビジターセンター内 
TEL 0288-62-2461 FAX 0288-62-2378 

奥日光は自然豊かなクマ   

（ツキノワグマ）の生息地です 

奥日光では、クマの目撃報告

が毎年多数あります。活動時

期には、いつでも遭遇する可能

性がありますので、ハイキング

等で野外に出る際には、クマに

出会わない工夫をしましょう。 

新聞の報道によりますと、火山噴火予知連絡会（予知連）は

男体山を活火山として認め、6 月に正式決定する見通しです。

予知連による活火山とは、過去 1 万年以内に噴火した火山と定

義されており、最後の噴火が 1 万 4 千年前とされていた男体山

は除外対象でした。しかし、富山大学の石崎
いしざき

泰男
や す お

准教授（火山

学）は、山頂の地質を調べて、約 7千年前の小規模噴火の痕跡

を確認しました。 

この研究発表(平成 26 年）を受けて、男体山も活火山として

追加指定される方針となりました。 

栃木県内の活火山として那須岳、高原山、そして日光白根山

が選定されていますが、男体山は栃木県で 4 カ所目、全国では

111 カ所目となります。那須岳と日光白根山は常時観測火山と

して、地震計やカメラで観測されていますが、静穏な状況に変化

のない男体山は、常時観測火山にならない見込みです。 

いつも『楓通信』をご愛読いただき誠にありがとうございます。長い間、隔月で皆様にお届けしておりました『楓通信』で

すが、「奥日光の自然情報誌」として今まで以上に充実した記事を掲載したく、次号 130号の発行月を 9月とし、今後は

3 ヶ月に 1 回の、季節に合わせた発行に変更をさせていただきます。イベント情報を楽しみにされている皆様にもご不便

をかけないよう、季節毎のイベント情報をお届けしてまいりますので、何とぞ、ご理解くださいますようお願い申し上げます。 

【現在】2・4・6・8・10・12月 年 6回発行 → 【変更】3・6・9・12月 年 4回発行 

●お詫びと訂正                                                           

前号、4月発行の「楓通信」№128号 4ページの「奥日光の自然基本データ」の山岳名称の表記に誤りがありました。 

正しい表記に訂正すると同時に、ご迷惑をおかけいたしました皆様にお詫びを申し上げます。 

誤）根無草山 → 正）根名草山                                                            

森のギャラリー 
 

◆森のギャラリーとは 

ビジターセンターに隣接

する、飲食可能な休憩

所です。 

また、どなたさまも無料

で展覧会等にご利用い

ただけます。ご予約は

当センターまで。  

TEL 0288-62-2461 
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2016年の平均気温・湯元  2017年 日の出日の入（宇都宮）  2017年 天文情報 

 6月 7月   6/1 7/1   6月 7月 

最高気温 19.5℃ 23.4℃ 

 

 日の出 4:24 4:26  満月 9日 9日 

最低気温 10.7℃ 15.1℃  日の入 18:53 19:03  新月 24日 23日 

※自然公園財団日光支部の記録より 

 

※国立天文台ウェブサイトより 

 

7/28 みずがめ座δ流星群極大  

7/31 やぎ座流星群極大 

   ※国立天文台ウェブサイトより 

 

気象予報士の資格を持つ職員が、 

毎回 1テーマを分かりやすく解説します。 
 

文♦辻岡 

■気象アプリの紹介 
スマートフォンのアプリで、雨雲の現在位置や動きを見ることができます。ここでは、使いやすいと思われる三つのアプリを紹介

します。雨雲が今どのあたりにあるのか、自分がいる方向に向かってくるのかどうかが分かり、ハイキングの際の強い味方になり

ます。 

［高解像度降水ナウキャスト］ 

気象庁のウェブサイト内にあり、アプリではありませんがスマートフ

ォンで見ることができます。現在の降水分布が分かり、5 分毎に

更新されます。画面をピンチアウトすると市町村の単位まで拡大

して降水の分布を見ることができます。時間雨量 30 ミリ以上の

強い降水域の 30 分後の分布域の予想も表示できます。図では

明るい黄色の線で示された区域です。竜巻発生確度や雷活動

度も表示することができます。気象庁のトップページから入ってい

くと何度もタップしなければならないので「お気に入り」に登録して

おくと便利です。 

 

［Yahoo! 天気/雨雲ズームレーダー］ 

スマートフォンのアプリ「Yahoo! 天気」をダウンロードします。初

期画面の下中央にある「雨雲」をタップして入ります。これも 5分

毎に更新され、1 時間先までの 5分毎の予想降水域が表示で

きるほか、6 時間先までの 1 時間毎の予想降水域が表示できま

す。iPhone用、アンドロイド用の両方があります。 

 

［Go雨！探知機］ 

アプリをダウンロードします。自分が立っている位置を中心に半

径 5km の範囲の雨雲のレーダー画像が表示される他、スマート

フォンを山に向けて写真を撮るときのように縦に構えると、画面に

映る風景に重なって雨を降らせている雲がメッシュで空に表示さ

れます。今見えている風景のどこに雨雲があるのか直観的に分

かるようになっているところがユニークです。iPhone用、アンドロ

イド用があります。 

三つとも、もちろん電波が入るところでないと使えませんが、奥

日光の戦場ヶ原や中禅寺湖周辺、霧降高原なら概ね電波が入

るので利用可能です。ぜひ使ってみてください。 

この他にも、「My Rader」や「気象庁レーダー」など様々な気象

アプリが公開されています。いろいろ試してあなたに合ったアプリ

を見つけてください。 

 

高解像度降水ナウキャスト 

 

Yahoo! 天気 雨雲ｽﾞｰﾑﾚｰﾀﾞｰ 

 

  Go雨！探知機  

 同左雨雲立体画像 

 iPhoneの画面 

夜の帳が下りる頃、奥日光にはどの星がどの星座なのか 

わからなくなるくらい、多くの星の光が現れます。 

星の中には、生きものの名前がついた星座が様々あり、 

奥日光の夜空でも、多くの生きもの達をみつけることができるのです。 

今回は、夏に夜空で見つけることのできる生きもの（星座）と、 

奥日光で生活している生きもの達を絡めて、 

その一部をご紹介します。 

夏の大三角形と呼ばれる星のひとつが、わし座の

中心「アルタイル」と呼ばれる星です。このアルタ

イルは七夕でお馴染の彦星だと言われています。

夏の星の中でもベガ（織姫）の次くらいに明るく輝

く星のため、比較的見つけやすいです。 

ちなみに、アルタイルはアラビア語で「飛ぶ鷲」の

意味を持つといわれているようです。 

北斗七星、という 7 つの星を結んだひしゃく型の

星座を一部として、クマの形のように結んだ星

座。他の季節にも見られますが、夏空でもばっち

り見られます。おおぐま座の近くには北極星を一

部とした「こぐま座」が位置し、こぐま座はおお

ぐまよりも小さいひしゃく型を持っています。 

他にもこぎつね座、うお座、へび座、とかげ座（とかげ座は天の川に埋

もれてしまうような位置にあるため、見つけ出すのはとても難しい）、

さそり座、はくちょう座、おおかみ座…など、たくさんの生きものたち

が夜空には現れます。 

今
年
注
目
し
て
い
る
流
星
群
は 

し
し
座
流
星
群
で
す
。 

絵
と
文
・
石
井 

 
星

わ
し
座 

お
お
ぐ
ま
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夏の夜空を見ていると、誕生星座がさそり座の人は「秋生まれなのに夏に星座が見ら

れる…？」と疑問に思うはず。太陽の通り道の事を「黄道」と言いますが、今私たち

がそれぞれ持っている誕生星座は、その黄道上にある 12 星座の事を言い、別名「黄

道星座」とも言います。自分の誕生月頃は太陽が自分の誕生星座付近にいるため、夜

空で見つけるのはとても難しいのです。自分の誕生星座を夜空で見るとしたら 3～4

ヶ月前に夜空を見上げてみましょう。 

4 月生まれは 1 月の冬、8 月生まれは 4 月の春…等と覚えておくと、夜空に自分の誕

生星座を見つけることができます。ちなみに 6 月～8 月はてんびん座やさそり座が見

つけやすくなっていますよ。ぜひ探してみましょう。 

湯元温泉内には、日光湯元キャンプ場や湯ノ湖畔等、開けた空間で星を観るには絶好

の場所がたくさんあります。今はスマホを空にかざすと、実際に見えている星の名前

が調べられたり、星座の形が確認できたりと、ふと気になった時にすぐ調べられるよ

うな便利な機能も。 

徐々に覚えていって、最終的にはスマホの光もない状態、奥日光のような周りからの

光が少ない世界で、街灯とはまた違う、夜だからこそ見えてくる自然の光を体感して

みてはいかがでしょう。普段は見えていなかった星の多さに、きっとびっくりするは

ずですよ！ 
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対象：登山経験のある成人 

集合場所：二荒山神社 

参加費：4,000円  定員：15名 

 

対象：小学生以上 

（15歳未満は保護者同伴・20歳未満は親権者の同意書必要） 

集合場所：光徳無料駐車場 

参加費：2,000円  定員：15名 

 

対象：小学生以下は保護者同伴 

集合場所：日光湯元ビジターセンター 

参加費：無料 定員：10名 

※このイベントは、申込不要です。 

 

8/6 sun 
10:00-15:00 

7/2 sun 
9:00-15:10 7/30 sun 

8:00-16:30 

8/20,27 sun 
9/3,10 Sun 

13:30-14:30 

夏雲誘う・男体山の頂へ 
対象：中学生以上・7時間程山道を歩ける方 

（15歳未満は保護者同伴・20歳未満は親権者の同意書必要） 

集合場所：歌ヶ浜第 1無料駐車場 

参加費：2,000円  定員：15名 

 

そこは、奥日光の歴史と山岳ロマンが

あふれる、夏でも涼しい秘密の渓谷。

修験者も訪れた静寂と幽玄な世界に

トリップしよう。 

歌ヶ浜から阿世潟、ゴールの千

手ヶ浜まで歩く約 14kmのロング

トレイル。自然と歴史のある南岸

を歩く中級者向けプランです。 

日光二荒山神社の「御神体」であり、今年

話題の「火山」男体山！ 出発地点の二荒

山神社から約 4時間（標高差 1,200ｍ）

かけて山頂を目指します。夏雲わく頂から

見渡す奥日光のパノラマは絶景です。 

長年シカの観察をしてきたスタッフと

湯元内をゆっくり歩きます。シカに食

べられてしまう植物たちはどのように

して身を守っているのでしょうか。 

歌ヶ浜～狸窪～阿世潟～千手ヶ浜 二荒山神社～男体山山頂（往復） 

 

*お申込み先* 

日光湯元ビジターセンター 

TEL：0288-62-2321 

FAX：0288-62-2378 

光徳～御沢金剛峡（往復） 湯元内 

■受付けは先着順となります。 

■持ち物・服装などは、約 1週間前に

ハガキでお知らせします。 
・

 
無料 

申込不要 

 


