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東京竹芝から南に約 1,000km、唯一の定期船「おがさわら丸」で約 24 時間のところに位置する
「小笠原諸島」。おがさわら丸が停泊する父島に「都立大神山公園」があり、園内には小笠原諸島の
歴史･文化･自然などの情報をたくさん揃えた「小笠原ビジターセンター」があります。
無料リーフレットやインターネット FREE SPOT もありますので、お気軽にお立ち寄りください。

9 10 12 13 14 15

16 17 18 19 21

23 24 25 26 27

5 6 7

30

2928

7/1 2 3 4

83 4

5 6

2019 年 6 月

20

開館日
開館時間

8:30 ～ 17:00

6/2

日

11

22

月 火 水 木 金 土

開館カレンダー

ビジターセンター TOPICS

入港

出港

入港

入港

出港

入港

出港

出港

出港

出港 入港

ムニンフトモモ ムニンシャシャンボ シマギョクシンカ

特別展

「遊歩道の固有植物 父島編」 歴史展示コーナー
一部リニューアル！！

小笠原諸島はかつて一度も陸続きになったことが

ない海洋島。父島の遊歩道にも、偶然にたどり着

いた種が独自の進化を遂げ、固有種となった植物

が生育しています。ここにしかない植物を見に出

掛けてみませんか？展示では、父島の遊歩道で見

ることができる植物の場所や見ごろの植物などを

紹介しています♪

父島の各遊歩道で見ることができる植物を掲載した

無料リーフレットをビジターセンターにてお配りしています。

小笠原発見から第二次世界大戦、

米軍統治時代や返還 50 周年まで

の歴史が一目で分かる年表を展示

しました。歴史の無料映像とあわ

せて、ぜひご覧ください。

 

小笠原ビジターセンター　

 

　

遊歩道を
歩いてみよう♪



ビジターセンターでのイベント情報や、園内を中心

とした見頃の動植物情報などをリアルタイムに紹介！

ぜひ一度ご覧ください♪

小笠原ビジターセンター・大神山公園サービスセンター

お客様サポートセンター ( 協会の事業全般に関するお問い合わせ )
TEL 03-3232-3038 
※8:30 ～ 17:30( 土日･祝日･年末年始を除く )

指定管理者：公益財団法人　東京都公園協会

〒100-2101 東京都小笠原村父島字西町小笠原ビジターセンター内
TEL 04998-2-7170 ※8:00 ～ 17:30 (12:00 ～ 13:30 休憩・年中無休 )

Twitter
平日毎日更新!!

Twitterアカウント
@OgasawaraOogami

<アクセス >
おがさわら丸船着場から徒歩 5分

ホームページ
ＱＲコード

見ごろの園内植物

大神山公園 TOPICS

タコノキ
固有種

オガサワラオオコウモリの
食痕　果汁を摂取します。

種子拡大果実横断面

小笠原村の木

熟しきると、個々の

果実は落下します。

雄花　　総状に付く穂状花序

で、ガクや花弁はなく雄しべ

が多数付きます。

雌花　　葉の間から顔

をのぞかせます。ガク

や花弁はありません。

ネズミの食痕でこの
個体は核果が 3 ～ 5
室だとわかります。

　　　　　根が空気中に露

               出しています。

地上の茎を支持するための

支柱根で、地面に到達する

と地下にもぐります。

花

葉果実

気根

雌花拡大 雄花拡大

トゲは先端

に向かって

います。

葉裏主脈拡大

葉裏縁拡大

タコノキ科タコノキ属

園内で海岸から山頂まで

多数生育しています。高さ 3 ～ 6m、大き

いものは 10m になる常緑高木です。

気根を幹から何本も出して、蛸が足を広げ

たように見えることから名付けられました。

　　雌雄異株で初夏に開花します。雄花は

　　穂状花序です。雌花はパイナップル状

　　　　の集合花序で、集合果は始め緑色

　　　　で熟すにつれて黃橙色にな

り、翌年の秋に赤く色づきます。

核果は通常 3 室です。

オガサワラオオコウモリの採食により種子

が運搬されています。

　　　　　 葉は幹の頂にらせん状に集まっ     

                て付き、葉の縁と主脈の裏面に

                トゲがあります。　　　　　　

　　　　         葉はタコノ葉細工

　　　　　　　に利用されます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

き こ ん

今月のイベント！

ステージイベントや夜店出店も

あり、お祭り広場が賑わいます！

1968 年 6 月 26 日、米軍統治

下であった小笠原が日本に返還

されました。今年は返還されて

51 周年になります。

17:00-21:00
お祭り広場にて開催♪

小笠原諸島は日本一のアオウミガメの繁殖地です。
各海岸に 5月～ 8月頃まで母ガメが産卵のため上陸します。
海岸で産卵中のカメがいたら、静かに見守りましょう♪

ウミガメに関する緊急の夜間連絡先

小笠原海洋センター

090-1461-3171(20 時 - 翌 2 時 )

大村海岸は父島でも有数のアオウミガメの産卵地で、

産卵・孵化期である 5 月～ 10 月頃まで夜間の園路

灯の消灯、迷走防止ゲートの閉鎖を実施します。

ご不便をおかけしますが、アオウミガメ保護のため

皆さまのご協力をよろしくお願いします。

　　　　カメからのお願い①

ライトを使う時は自分の足元だけを

照らしてね。 光をカメに当てたり、

フラッシュ撮影はしないでね！

　　  カメからのお願い②近くで騒いだり、 触ったりせず、うしろ側で静かに見守ってね！

　　カメからのお願い③
産卵巣には小枝を 3 本
さして目印にしているよ。
そのままにしておいてね！

6/22（土）父島返還祭

アオウミガメの産卵期です！

ご協力

お願いします！

アオウミガメの産卵期です！

アオウミガメと産卵海岸を守るためにアオウミガメと産卵海岸を守るために
ご協力をよろしくお願いします！
街に隣接する海岸
現在、父島でアオウミガメの産卵が確認されている海岸は 20 カ所あります。
中でも大村海岸の利用者と産卵のために上陸したウミガメとの接触が多くなっています。
母ガメは非常に神経質で、人の気配を感じた場合は産卵せずに海に帰ってしまいます。
数日に渡り、上陸、産卵ができないと、水中で卵を放出してしまうこともあります。
ウミガメは卵を通して呼吸をしているので、水中では死んでしまいます。
夜間、海岸を利用する際はウミガメの上陸や産卵を妨げないよう十分ご注意下さい。

街に隣接する海岸
現在、父島でアオウミガメの産卵が確認されている海岸は 20 カ所あります。
中でも大村海岸の利用者と産卵のために上陸したウミガメとの接触が多くなっています。
母ガメは非常に神経質で、人の気配を感じた場合は産卵せずに海に帰ってしまいます。
数日に渡り、上陸、産卵ができないと、水中で卵を放出してしまうこともあります。
ウミガメは卵を通して呼吸をしているので、水中では死んでしまいます。
夜間、海岸を利用する際はウミガメの上陸や産卵を妨げないよう十分ご注意下さい。

ご協力をよろしくお願いします！

夜間の大村海岸への立入りについて
産卵期間（5～ 8月）の大村海岸への夜間立入りについては、下図の青い丸印の

入口1カ所として、アオウミガメの上陸、産卵への影響を少なくしたいと考えています。

夜間の大村海岸への立入りについて
産卵期間（5～ 8月）の大村海岸への夜間立入りについては、下図の青い丸印の

入口1カ所として、アオウミガメの上陸、産卵への影響を少なくしたいと考えています。

● ライトは足元だけを照らし、 海岸へは静かに入る。
● 海やウミガメに光を当てない。 フラッシュ撮影しない。
● もしもウミガメに出会ったら、 ウミガメの視界から外れるまで動かない。
● 大声を出さない。
● ウミガメの前に立たない。
● ウミガメや産卵巣に近づかない。
ウミガメ調査のため 20:00 ～翌 2:00 まで大村海岸を海洋センターの
スタッフが見回っています。スタッフからお声がけすることがある
かもしれません。その際にはご協力をよろしくお願いします。

ウミガメに関する緊急の夜間連絡先　海洋センター（夜間用電話）： 090-1461-3171 （20:00 ～翌 2:00）
このポスターの内容に関するお問合せ　小笠原村観光協会： 04998-2-2587 （8:00 ～ 17:00）

東京都小笠原支庁
東京都公園協会
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