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  2019年12月22日

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。
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正月展　開始

     大神山
ガイドウォーク

書初め会

正月展　終了

特別展
「島の船」

終了

おがさわら丸ドック中（1/19～2/7）は閉館

年末年始イベント 先着イベントは開始 15 分前に受付カウンターまでお越しください。
それ以前の受付・団体でのお申し込みはできません、ご了承ください。

12/29～1/11

開館中いつでも
開催期間内いつでも参加 OK

小笠原素材の門松や小笠原
凧の展示のほか、オリジナ
ルかるたや福笑いコーナー
もあります。正月遊びを楽
しんでください♪

12/29

13:00～、14:00～
各回、先着 10 名程度

身近な小笠原の自然を
体験しよう！
雨天の場合は館内ガイド
ウォークに変更となりま
す。

1/2

10:00～16:00
開催時間内いつでも参加 OK

日本の伝統文化である
書初め会を開催します。
新年の目標、願い、夢な
どを書にしたためてみま
せんか？

1/4

先着 10 名程度

10:00～11:30

ビジターセンターから出発
して、大神山の遊歩道を散
策します。足場の悪い箇所
もございますので、ケガな
どに十分ご注意ください。

正 月 展 ミニガイドウォーク 書初め会 大神山ガイドウォーク

特別展「島の船」は1/18まで開催です。
特別展「遊歩道の固有植物　父島編」は4/12まで開催予定です。



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

大神山公園 TOPICS

見ごろの園内植物

冬から春にかけて (11 月～５月頃 )

梅に似た白い花が咲く。

実は１㎝程の球形で黒色。

シャリンバイの名前の由来は

枝が車輪状に出て梅に似ているため。

シャリンバイ コダチヤハズカズラ

オガサワラススキ カンヒザクラ

例年は 1 月末から 2 月頃に咲き

始めるが、10 月の台風の影響で

11 月に開花した。本来の花期に

も花をつけてくれるでしょうか？！

西アフリカ原産のつる性の常緑

低木。花は濃い紫色で中心は黄

色、筒の中は白色をしている。

葉の脇に一つずつ花が咲く。

年間を通して開花を繰り返す。

イネ科の多年草。

内地のススキより少し小型で背丈

は１m ほど。11 月～ 3 月頃まで

大神山各所で見ることができる。

( 広域分布種 )

( 固有種 )

( 外来種 )

( 外来種 )

季節外開花！

COUNT DOWN 
PARTY ！

2019/12/31

会場：お祭り広場

( 雨天時 船客待合所 )

2020/1/1
日本一早い海開き！

23:00　

23:15　

23:59　

00:00　

             

00:10　

09:30　海開きイベント開始 

09:35   八星流太鼓披露

09:45　海開き宣言 ( 村長 )

09:50　海開き神事

10:10　招福もちまき

10:25　郷土芸能披露

　　　　( フラ、南洋踊り & カカなど )

11:00　福引大会

11:30　アオウミガメ放流会

　　　　( 大村海岸 )

12:00　閉会

会場：お祭り広場

( 少雨決行 / 荒天時中止 )

ドリンクサービス
・ラム酒　・温かい飲み物
・パッションリキュール

フード &ドリンクサービス
・ダンプレン
・ブンタン試食
・パッションリキュール
・温かい飲み物・ラム酒

花火打上

★初泳ぎ証明書発行
★記念缶バッジ
　　　　　サービス

2020  We wish you a HAPPY NEW YEAR!
お問い合わせ：小笠原村観光協会　Tel.04998-2-2587

開会挨拶　ぼにん囃子太鼓披露 

2019 年を振り返るスライドショー

カウントダウン

花火打上

ぼにん囃子太鼓披露

終了


