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ニ　ュ　ー　ス レ　タ　ー

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」。
その中で約 2,000 人が生活している父島に「都立大神山公園」があり、園内に小笠原諸島の歴史･文化･自然を紹介
する「小笠原ビジターセンター」があります。

  2016 年 7 月 1 日

2016 年 7 月
開館日

開館時間

8:30 ～ 17:00

ビジターセンターでは、小笠原の歴史や文化、動植物などの情報・映像をたくさん揃えております
ので、お気軽にお立ち寄りください。( インターネット FREE SPOT)
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「新おがさわら丸展～小笠原を支える船たち～」(仮)

特別展 7/21(木)より開催予定

～えっほんと⁉の豆知識・豆情報～
「小笠原のどうぶつ展」

小笠原でよく見られるどうぶつ達の一般的な解説から、
ちょっとした豆知識まで、ぬいぐるみを展示しながら
紹介します。

知識がいっぱい‼

クロアシアホウドリの

重さを体験してみよう‼プレゼントが
もらえるクイズ

もあるよ♪

1９９７年 3 月から１9 年間小笠原の生活の支えとなった

2 代目おがさわら丸が 6 月に引退し、3 代目おがさわら丸

にバトンが渡されます。

7 月 2 日に就航する 3 代目おがさわら丸を中心に、これま

で活躍してきた 1 代目・2 代目おがさわら丸をはじめとし

た、小笠原にまつわる船を紹介します。
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開館時間

8:30 ～ 21:00
夜間

開館日

「新おがさわら丸展」

ガイドウォーク

7/21.24.28.31
13:30 ～ ,14:30 ～

ビジターセンター周辺を解説員と歩いて、
身近な小笠原の自然を体験しよう！

各日 2 回開催
30 ～ 40 分程度
各回 10 名程度

※雨天の場合
館内ガイドウォーク

小笠原
古謡教室 レイを作ろう

ウクレレ初心者でも古謡が
一曲弾けるようになるレッ
スンを体験しよう！

＊ウクレレの台数に限りが
　あるのでご承知ください。

先着 10 名

ウクレレで唄う

小笠原古謡教室

7/26　19:00 ～ 
レイを作ろう

7/27　19:00 ～ 
島の花と葉で作るレイ。
ドライになっても素敵♪

先着 30 名

７ 月 の イ ベ ン ト



海岸の東側はウッドデッキ
の親水護岸。日光浴に最適。

7 月は日射しも強く、今すぐ海に入りたいという衝動にかられるこ

とも！そんな時には町からほど近い大村海岸へ GO!! 休憩舎もあり

シャワー・トイレ・更衣室完備です。ビーチはサンゴダストと貝殻

が多い白浜で、海中はサンゴや魚が見られるおススメの海岸です。

大村海岸へ行こう！！

日焼け止め

お忘れなく！！

オカヤドカリ

もいるよ♪
アカガシラカラスバト
    ( 愛称：あかぽっぽ）

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 20:00～翌2:00）： 090-1461-3171

アオウミガメ産卵・孵化シーズンのため、大村中央地区の夜間の園

内灯消灯、迷走防止ゲート閉鎖、入口を１カ所とし、産卵・孵化へ

の影響が少なくな

るよう、対策を実

施しています。

皆様にはご迷惑を

おかけいたします

がご協力よろしく

お願いいたします。

園内灯消灯及び迷走防止ゲート閉鎖のお知らせ

お祭り広場

児童遊戯広場
シャワー・更衣室

大村中央地区

休憩舎

野外ステージ
船客待合所

ビジターセンター
サービスセンター
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休憩舎★
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船客待合所メインストリート

★

こっちの入口
から入ってね♡

大村海岸

SC
VC

小笠原の固有亜種で絶滅危惧種

に指定されています。ここ数年

は大神山公園でも、その姿がた

びたび目撃されています。

警戒心が薄く外敵に慣れていな

いため、他の生物がいると緊張

して動けなくなってしまいます。

もし出会っても遠くから静かに

観察してくださいね。

ガジュマルの実
　が好物♡

　正面顔も
　イケテルでしょ♡

ZZZ･･･

こう見えて
シャイなの。
テヘペロ☆

ビジターセンターでは、小笠原の歴史や文化、動植物などの情報・映像をたくさん揃えております
ので、お気軽にお立ち寄りください。( インターネット FREE SPOT)

小笠原でよく見られるどうぶつ達の一般的な解説から、
ちょっとした豆知識まで、ぬいぐるみを展示しながら
紹介します。

知識がいっぱい‼

島の花と葉で作るレイ。
ドライになっても素敵♪

先着 30 名

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♪

発行 ： 小笠原ビジターセンター ・ 大神山公園サービスセンター
〒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 )

検索大神山公園

ホームページ
ＱＲコード

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

テリハハマボウとオオハマボウは一見よく似ています。
どんな違いがあるか比べてみましょう。

　

オオハマギキョウ (固有種 )

　（大村中央 /大神山地区）

高さ1-3ｍになる一回結実性の常緑多年草。

茎や葉は無毛。ノヤギやネズミの食害により、

数が激減してしまった。

葉をたくさんつけること

から島では千枚葉(セン

マイバ)とも呼ばれる。

花は小さく淡緑白色。

大村中央地区の

オオハマギキョウ

が開花しました

両種とも一日花で黄色から赤色に変色し落花する。

テリハハマボウは、太平洋に広く分布するオオハマボウが固有種に進化したと考えられている。

花：やや小さい

葉：やや小さく厚みがあって無毛

　　表面に光沢がある

テリハハマボウ (固有種 )

島名：ヤマイチビ 自生地：山地林

種：海水に沈む

アオイ科フヨウ属

葉：やや大きく深い円心形で有毛

　　表面はざらつき光沢がない

花：やや大きい

種：海水に浮き、分布を広げる。

オオハマボウ (広域分布種 )

島名：カイガンイチビ

アオイ科フヨウ属

　　自生地：海岸林


