これさえあれば奥日光の植物が(大体)分かる！

奥日光 花ガイド
ときどきシカ

日光湯元ビジターセンターにて

好評発売中！

奥日光の自然情報誌

楓通信 6-8

￥１００（税込み）

日光湯元ビジターセンターのスタッ
フで内容やデザイン含め意見を出し合
い作成しました！いやぁ～頑張った！

広げるとＡ3 サイズ
折りたためばポケットに入る
サイズになるので、フィールドへ
持ち歩くのにも最適！

旬
な
情
報
を
伝
え
た
い
。

奥日光でよく見られる花を季節ごと
に分け、主にいつ、どこで見られるのか
をまとめています。
また、奥日光の花と関係の深いシカの
問題についても触れ、湯元ビジターセン
ター所属の「シカ管理専門員」の活動も
紹介しています。
税込み 100 円ワンコイン！落ち着い
たらこれを片手に奥日光ハイキングに
ＧＯです！（買ってください！！）

奥日光の自然情報誌
楓通信 No.141
発行：自然公園財団日光支部
℡：0288-62-2461
2020 年 6 月初旬発行
季刊 無料
次号 2020 年 9 月初旬 発行予定
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『楓通信』定期購読について
本誌は無料です。定期購読は、2 年単位（発行数 8 部）で 1,000 円
（送料・手数料・税込）となっております。
購読をご希望の方は、日光湯元ビジターセンターへ直接お越しにな
り申込書にご記入いただくか、お電話にてお問合せくださいませ。
不明点やご質問がございましたら、楓通信担当みやぎまでご連絡く
ださいますようお願い申し上げます。
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金精山山頂より

今号の特集
その① 新連載！

No.141

マニアックに語れ。のコーナー

その② 第２回 One Team ビジターセンター新所長による

TEL：0288-62-2461

その③ こんな時こそ

おこもり自然観察

こころの奥日光

なんと！続きました！

第２回
それぞれ個々にマニアックな趣向を持つビジターセンタースタッフに、ただひたすら好きなものへの
愛をぶちまけてもらい、マニアックな読者の方のハートに刺さったらいいな！という新コーナー。

One Team『こころの奥日光』

前回の予告通り、今回は湯元ビジターセンターの新所長、桑名に語ってもらいました！

未知のコロナウイルスという感染症の世界的な大流行によって、現在、人間社会は大きな危機に直面しています。こうし
た緊急事態に私たち一人ひとりに出来ることは、自分の命はもとより、大切な人の命を守るために不要不急の外出を控え
ることしかありません。
ということで今回は、心休まらない日々が続いている皆様に、ほんの少しでも安らいでいただけるよう、奥日光をイメー

々の想

ジハイキングする誌上ツアーを企画いたしました。
春夏秋冬の奥日光、静かに目を閉じて、それぞれの心象風景を思い描いてみてください。

住を考
【春】
山を登っている時、道すがら咲き始めた一輪のスミレを見て、待ちわびた春を清々しく実感したり、青葉から滴り落ちる雨

イバー

に打たれながら、ほの暗い林床にひっそりと咲くランの花にふと気づいたりすると、一瞬疲れを忘れてしまうものです。満

操作ミ

開のズミの中、木道を辿ると、湯川をマガモのペアが泳いでいきます。

。サラ

それ以

【夏】

オトギリソウ
オトギリソウの花

ゃ命が
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供や自

様々な

見られ

マホを

んな

んな

門性や

鳥等動

得意な

ます。
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法人で

７月から８月にかけて、戦場ヶ原や湯元など奥日光のあちらこちらで見かけるオトギリソウ。背
丈は６０㎝程で、花も直径２㎝くらいの小さく黄色いお花です。同じオトギリソウ科で高さが１
ｍ、花は６㎝近くあるトモエソウは大きく存在感がありますが、こちらのオトギリソウは、あまり
目立つことなく控えめに咲いています。花はよく見ると雄しべが無数にあり凛として美しく、葉も
互生して広がり、小さいながら短い夏の日差しをいっぱいに求めるようで、健気さを感じます。
また、薬草としても用いられ、切り傷などに効用があるようで、古くから人とのつながりのある
植物です。でも、和名は「弟切草」。次男坊の私にはいささか気になる名前ですが、そこには兄弟
の哀しい物語があったのです…。

青空に湧く入道雲の下には咲き競うように様々な花が短い夏を彩っていきます。風に揺れる花たちを撮影しようと息を潜

昔々、鷹匠の兄は自らの鷹が傷つくと治療薬としてこの草
を用いており、それは鷹匠家の秘薬として受け継がれていま
した。ところが、弟はあろうことかその秘密を公言してしま
ったのです。怒った兄は弟を切り殺してしまい、以来この草
の葉や花には、弟の飛び散った血しぶきが黒い斑点になって
表れ、今でも残っていると言い伝えられています。確かに、
葉をよく見ると黒い点が無数についています。私が男体山の
志津小屋近くで見つけたオトギリソウ（右の写真）の葉には、
黒い点に加えて赤い模様がついていて、正に「弟切草」とい

【冬】

けてい うのもうなずけます。

頃なの

きたい

夏鳥たちの大合唱に目覚めて、湿原や草原では、朝靄に浮かぶワタスゲの白と鮮やかなツツジの朱色にはっとさせられ、
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【秋】
どこまでも透き通った藍色の空のもと、錦秋をまとった山々から秋が降りてきます。草紅葉に染め分けられた湿原の奥に
貴婦人がすっくと立ち、その周囲のカラマツの森は金色に輝き、たなびく靄の上には太郎山が手の届きそうなほど間近に
聳えて見えるようになると冬はもうすぐです。足元のリンドウやアキノキリンソウを愛でていると、遠くからシカの鳴き声が
どこかもの寂しげに心に響いてくるのです。

師走を迎えて、吐く息も白く変わり、太いミズナラの林に霜の降りた落ち葉を踏みしめて歩くうち、雪が落ちてくると瞬く
間に地表は白一色になってしまいました。すっかり葉が落ちた森の中をツグミの群れが鳴き交わしながら南に渡っていきま
す。翌朝は皆でクロスカントリースキーやスノーシューで粉雪を蹴散らしながら、雪中ハイクにチャレンジしましょう。
５月を目前にしても未だ雪の舞う奥日光。さりながら陽射しは日に日に強まり、春はもうそこまで来ているようです。いつ
どんな時も、季節の営みは人の暮らしに関わりなく普段通り流れていきます。自然は、山は逃げることはないのです。
現在ビジターセンターは休館中ですが、職員一同、この渦中の中でも皆々様が健やかに過ごされること、一日も早く事態
オトギリソウの葉
オトギリソウの葉

奥日光のこれからの季節に、山道の傍らにごく普通に咲いているオトギリソウですが、ひっそり
と咲くその姿に兄弟の哀しい逸話が重なり、愛おしさを感じてしまいます。
文・やまち

2

めてじっと待つのですが、シャッターチャンスを逃すまいと、窮屈な姿勢で息を止めるのは疲れるものです。

が落ち着いて、これまで通り奥日光の素晴らしい自然をご案内できるようになることを心から願っております。また、ピン
チをチャンスに変えるべく、新たなツアーコースの研究や企画立案に取り組んでいます。「ここに行ってみたい！」とか、「こ
んなツアーやって！」といったご要望がございましたら、是非ビジターセンターまでご一報いただければ幸いです。
令和２年４月作成
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6 月は、21 時頃から東の
空にはくちょう座が出始め
る季節です。翌７月に入れ
ば、夏の風物詩、七夕もあり

今回の楓通信を作成している 4 月の時点では、新型コロナウイルス感染対策により外出自粛、日光湯元ビジタ

ます。

ーセンターも閉館という状態が続いています。
「おこもり生活」なんて言葉がよく聞かれるようになりましたが、
それなら「おこもり自然観察」も出来るんじゃない？というわけで！外出しなくてもできる自然観察の楽しみ方
を、奥日光に絡めながら紹介したいと思います！

夏の星空の目印として、
夏の大三角形があります。こ
と座のベガ、わし座のアルタ
イル、はくちょう座のデネブ
の３つの１等星から成り、ベ

まずはスタンダードに読書！ 行きたい所が決まっているなら便利な

ガはおりひめ、アルタイルは

のが、我らが自然公園財団が編集、発行している『パークナビ』です！

ひこ星になります。夏の大三

各国立公園ごとに自然情報やハイキングに関する内容がまとめられて

角形の周りには有名な星座

います。全編カラーで写真もたくさん！もちろん奥日光版もありま

がたくさんあるので、ぜひ探してみてください。最近は、スマホを空にかざすだけでそこに見えている星座が分かるアプリ
がた

す！とってもとってもオススメ！！宣伝です（笑）

もあるんです！いろいろな種類がありますので、自分の使い勝手の良いものを探し、夜空を見上げながら星座観察を楽し
最近はスマホの星座アプリもいろ

落ち着いたら日光や栃木県で登山をしたいとお考えなら『栃木百名

SteiiaNavigator11 © 1992-2019AstroArts Inc

んでみてはいかがでしょうか？大人も子供も楽しめること間違いなしです！

山ガイドブック』はいかがでしょう？男体山など大きな山も良いです
が、栃木県内には小さくとも登りごたえのある山がたくさんあるんで
す！じっくり読みこんで、新たな山を開拓するのも楽しいですよ！
更に、自然の理を追求したい人には『日光の気象と自然』がピッタ

いろな種類がありますので、自分の
使い勝手の良いものを探し夜空を

そういえば。8 月 12 日の 22 時頃から 13 日の朝にかけて、北東の空にあるペルセウス座流星群が見ごろになるので、
見上げながら星座観察を楽しんで
そちらも興味があればぜひチェックしてみてくださいね。さらに余談ですが…ペルセウス座流星群は、歌手
MISIA さんの
みてはいかがでしょうか。
「星の降る丘」という楽曲でも歌われています。こちらも興味があれば。

リ！普段は手を出さないちょっと難しい本を読んで、山のことを勉強
するには良い機会かもしれません。（ご紹介した書籍は全てビジターセ
ンターで発売中！そうです！宣伝です！！）

夏は生き物があちこちで活発に活動する季節。家の中にいても、朝か
ら晩まで昆虫や鳥、カエルなど様々な生き物の鳴き声が聞こえてきませ
んか？ そこでぜひ利用していただきたいのが、鳴き声や現在地から種
を判別できるインターネットサイトです。便利な時代ですねぇ。

外出自粛とはいえ、自然がお好きであろう読者の皆様は恐ら
く、山に！日光に！行きたい！と思っていることでしょう。そこで
私がオススメするのが『妄想登山』です。その名の通り「登山に行っ
た気になってムフフ…となる」ことを指します（勝手に言ってる）。

例えば、鳥類ならオススメなのが「サントリー日本の鳥百科」です。こち
らは鳴き声のサンプル音源があり、その他にも時季や場所などの条件か
ら、詳しくない方でも簡単に検索できるようになっています。

過去の山行写真を整理しながら懐かしさに浸ってニヤニヤする
も良し！私の場合は行きたい山を調べ、写真を見ながら「ここでコ

それから、この時季に多いといえばカエルとセミ！これらも検索できま

ーヒーを淹れよう！」やら「ここならハンモックで寝られるかな

す！オススメは、兵庫県立 人と自然の博物館さんのホームページ。こち

～。」など、現地を全く見ていないのに、あたかもその場にいるか

らも全て鳴き声の音源があるので、聞き比べて調べることができます。

のように勝手に妄想し、行けるかどうかもまだわからないのに、必

鳥のように時季や場所からの検索はできませんが、種数はそこまで多くないので、手当たり次第に聞いてみても新たな発
見に繋がりますよ！生き物の声に耳を澄ませて、おうちに居ながら夏を感じましょう。

要になる（ならないかもしれない）登山用品を通販でポチっとして
しまったりするわけです。それはそれで良し！

サントリー日本の鳥百科 https://www.suntory.co.jp/eco/birds/encyclopedia/

妄想登山で少しでも気分を高めましょう！本誌が発行される頃に

兵庫県立 人と自然の博物館 https://www.hitohaku.jp/material/materials.html

は、状況が改善されていることを願って。
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去年は雨で 1 度も開催できなかったあの企画が再び…！

8 月 21 日（金）
23 日（日）
9:00-15:30

対象：現地に集合できる中学生以上の方

良く知られたコースでも見方を変えると違った魅力が！

7 月 25 日（土）

対象：現地に集合できる小学校 5 年生以上の方

9:30-15:00
毒のある植物、冬虫夏草、キノコなど
「ヤバイ」性質を持つ動植物に注目し

（15 歳未満は保護者同伴・20 歳未満は親権者の同意必要）

（15 歳未満は保護者同伴・20 歳未満は親権者の同意必要）

集合場所：低公害バス 西ノ湖入口バス停
定員：各日 10 名 先着順（要予約）

カクレ滝とは一体・・・？！

頼むっ！今年こそは開催させてくれ！！

集合場所：日光湯元ビジターセンター

皆様に見てほしい神秘的な滝がそこにあ

定員：15 名 先着順（要予約）

る！夏こそ涼しい滝巡りの旅へぜひ！
※特別許可を得て開催

奥日光の登山入門編としてもオススメ！

【ルート】低公害バス 西ノ湖入口バス
停→西ノ湖→カクレ滝（往復）

て歩く、新感覚なユニークイベント！
一番ヤバイのは一体なんだ…？！

参加費 3,000 円

【ルート】日光湯元ビジターセンター
→泉源→刈込湖（往復）

さむさわじゅく

参加費 3,000 円
苔むした宿跡で修験者になりきる？！

9 月 13 日（日）

しょうでんいわ

対象：現地に集合できる中学生以上の方

8 月 1 日（土）
9:00-15:00
道なき険しい登りを 2.5ｋｍ…体力的に

集合場所：三本松無料駐車場

9:30-15:30

険しい山道を登った先に待つ〇〇様・・・？！

定員：15 名 先着順（要予約）
※登山道ではない険しいコースを歩きます。超健脚者向け！！

修験道シリーズの第二弾！今回は特別

対象：現地に集合できる中学生以上の方
（15 歳未満は保護者同伴・20 歳未満は親権者の同意必要）
集合場所：寂光神社前無料駐車場

（15 歳未満は保護者同伴・20 歳未満は親権者の同意必要）

に、太郎山登山口までタクシーで皆様を
送迎致します！神秘的かつ荘厳な雰囲気
を、ぜひともご堪能ください。

定員：15 名 先着順 (要予約)
※沢沿いの道なき道などを約 5km 歩きます。超健脚者向け！！

は厳しいルートですが、川沿い歩きのと

健脚者向け

※特別許可を得て開催
【ルート】三本松Ｐ(登山口まで送迎)→
太郎山登山口→寒沢宿(往復)

ても気持ちの良いコース。脚力に自信の
あるアナタ！ご参加お待ちしてます！
【ルート】寂光神社前Ｐ→寂光滝→芦沢

健脚者向け

参加費 3,000 円
※送迎タクシー代が別途発生します。

沿い→源流→聖天岩→女峰山登山道→寂
光神社前Ｐ

自然公園財団日光支部

参加費 3,000 円
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お申込み先
お申込みの際、平成 31、令和元年実施イベントの参加の有無、氏名・

TEL：0288-62-2461

年齢、郵便番号・住所・電話及び当日連絡先、交通手段をお知らせくだ

FAX：0288-62-2378

さい。（日程や内容が変更になる場合があります。予めご了承くださ
楓通信 '20 年 6 月-8 月号
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