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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」。
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。
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小笠原でよく見られる陸のどうぶつ、海のどうぶつ達の
一般的な解説から豆知識までを紹介します。

知識がいっぱい‼

～えっほんと⁉の豆知識・豆情報～
「小笠原のどうぶつ展」特別展

クロアシアホウドリの
重さを体感してみよう♪

国の天然記念物にも指定されている

南島は、小笠原諸島父島の南西沖約

1km に浮かぶ南北約 1.5km、東西

約400mの小さな無人島。南島には、

　新館多目的室にて　講演者：川上和人 ( 森林総合研究所 )
       

講演会
「西之島VS鳥類」

出港 入港

2013 年から約 2 年にわたり噴火を続け拡大した西之島。警戒

範囲が縮小され、海上警報が解除されたことから、今年 10 月

20 日に研究者グループが調査のため、噴火後初の上陸を果たし

ました。あれから西之島はどうなったのか？上陸し、調査した

本人がその様子を発表します。

       

扇池

特別展 「南島展」

～この島貴重なり～

物を守るためのいくつかの自主ルールが定められ、植生回復のた

めの入島禁止期間が毎年設けられています。※今年度は 11/13

～ H29/2/6 まで (12/24 ～ 1/2 を除く ) 南島に行けない期間

でも、ぜひビジターセンターで南島を満喫してくださいね。扇池

をバックに記念撮影できるスポットもありますよ♪

 

そこに生息する貴重な動植

 

2017 Coming Soon 年末年始イベント

正月展

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
福笑いコーナもあります♪

12/30～

ガイドウォーク

タコノ葉細工 12/27　19:00～

ビジターセンター周辺を解説員とまわって、
小笠原の自然を体感してみよう !!

伝統工芸タコノ葉細工でブレスレットを
作ってみよう !!

どのイベントも予約不要・参加費無料
詳細は別紙ポスター (12 月中旬発行 ) をご覧ください。
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開館時間

8:30 ～ 21:00
夜間

開館日

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 )

12/13 19:00 ～ 21:00

小笠原最大の戦い

VS 鳥類

西之島
講演会

正月展 開始

12/24・30 　各日13:30～、14:30～



年末年始イベント

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 )

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

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

〒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 )

おがさわら丸船着場から徒歩 5 分
観光船船着場から徒歩 3 分

< アクセス >

いちにちばな

シマモクセイ

島名 ： サクラコウゾ

島名 ： ナタオレノキ 島名 ： アレキサンドル

固有種

広域分布種

固有種

広域分布種

見ごろの園内植物

本州のススキは草丈 1 ～ 2ｍだが、

それよりも少し小形で 0.5 ～ 1ｍ。

海岸近くの日当たりが良いところ

に群生している。

木の質が堅いため、 鉈折れの木と

呼ばれている。 花は白色で小さく

キンモクセイに似た爽やかで甘い

香りがする。

バラ科で梅によく似た花を咲かせ

車輪状に枝をのばすことが車輪梅

の名の由来。 甘い香りの白い花を

つける。

戦前は樹皮が和紙の原料に利用さ

れていた。 葉は丸みを帯び、 断続

的に年 2 ～ 3 回黄色の花を咲かせ、

ほのかな香りを漂わせる。

シャリンバイ

ムニンアオガンピ
オガサワラススキ

クリスマスイルミネーションまもなく点灯開始です！

うずくまっている鳥をみつけたら…
i-Bo  小笠原自然文化研究所

にご連絡ください！

平日・昼間　
04998-2-3779
休日＆夜間　
080-2035-8078

怪我をしている鳥や死んでいる鳥を見つけ

たら、絶対に触らずにご連絡ください。

ミズナギドリレスキュー！

大村中央地区コミュニティ広場にあるガジュマルに今年も

クリスマスイルミネーションが設置されます！点灯はミズナギ

ドリの巣立ちが終わる12 月中旬～1月20日までの予定です。


