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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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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。

出港

大小 30 余りの島々からなる小笠原諸島。

2013 年には西之島の南南東 500m で噴火

があり、新しい陸地が出現しました。

西之島の最新情報を含め、硫黄三島、沖ノ鳥島、

南鳥島など小笠原の島々を紹介します。

特別展

「クジラと小笠原」
特別展

毎年冬に繁殖のために北の海から小笠原諸島

近海にやってくるザトウクジラ。彼らの生態

のほか、ウォッチングポイントや島の生活と

クジラの関わりについて紹介します。

～たべる鯨  みる鯨～

実物大のクジラ展示 ( 紙製 )

※雨天の場合はビジターセンター

　館内ウォークとなります。

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

定期船おがさわら丸による
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　まで

無 料 リーフレット

歴史・文化・動植物情報
など、小笠原にまつわる
さまざまなリーフレット
をご用意しております。
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タコノ葉細工
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首都大学東京
公開講座 ガイドウォークガイドウォーク ハカラメはがき レイを作ろう ガイドウォーク

大神山
ガイドウォーク
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予約・参加費不要

伝統工芸タコノ葉細工で

ブレスレットを作ろう！

葉から芽が出る葉を

漉き込むはがき作り

※18:45から受付。それ以前の受付、

　団体での申し込みはできませんので

　ご了承ください。

集合解散：ビジターセンター

大神山の遊歩道を散策しよう！

足場の悪い箇所もありますので、

ケガなどに十分ご注意ください。

※雨天中止

島の花と葉で作るレイ。

ドライになっても素敵！

Mother 

  　Leaf

首都大学東京公開講座

2017 第 2 回

講師：大林隆司

( 首都大学東京客員研究員 )
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特別展
「クジラと小笠原」

終了

4/30 より開催

「つ・な・が・る島々展」

特別展
「つ・な・が・る島々展」

開始



土俵 
 

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

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 )

大神山公園

<アクセス >
おがさわら丸船着場から徒歩 5分

シソ科 タツナミソウ属

ムニンタツナミソウは林地に群生する多年草で、草丈 40 ～ 70cm。

父島と兄島で見られる固有種で、4 月～ 5 月にかけて白い花を咲かせます。

茎と花は開出毛に覆われています。

花の長さは 5cm ほど。先端で突然広がり、上唇は帽子状で下唇は 3 裂しています。

雄しべは 4 個。よーく観察してみるとそのうち 2 個がわずかに

花の外に出ているのが観察できます。

＊開出毛：軸に対してほぼ垂直に生えている毛のこと

タツナミソウ属は南アフリカを除く世界各地に広く分布し , 約 360 種が知られています。

そのうち 18 種が日本に分布していますが、ムニンタツナミソウほど花筒が長い種は

どこの地域にも見あたらず、類縁関係は不明です。

タツナミソウは立浪草
と書きます。
花のかたち、波 ( 浪 ) の
ように見えませんか？
そんなところから
名前がついたそうです。
粋ですね～！

大神山公園では、
ヒメツバキの谷と
お祭り広場の花壇で
見ることができます！
花壇では間近に観察
することができ、
さわやかな甘い香りも
より一層たのしむことが
できるのでオススメです♫

新しく父島に来られた皆さん、島の生活には慣れましたか？
大神山公園は町からも行きやすく、気分転換には
もってこいの所ですよ！ぜひお待ちしています♪

大神山には二つの神社がある！

秋葉神社

御祭神 

火之迦具土大神 （ほのかぐつちのかみ）

火の幸を恵み、悪火を鎮め、諸厄諸病を祓い除く

火防開運の神として、火災消除・家内安全・

厄除開運・商売繁盛・工業発展の御神徳があります。

　　

西入口から登って、スロープで大神山神社に行く

途中にひっそりとあります。

大神山神社

御祭神 
天照大神 （あまてらすおおかみ）
誉田別尊 （ほんだわけのみこと）

天児屋根命 （あめのこやねのみこと）
大物主命 （おおものぬしのみこと）

天之御中主神 （あめのみなかぬしのかみ）

五柱（いつはしら。 ※神様の数え方）の神様を合祀

（ごうし。 ※合わせてまつられていること）しています。

太陽を司る神。文武の神。出世の神など、

たくさんの御神徳があります。

毎年１１月１日～３日に例大祭が行われます。

VC

VC ビジターセンター
サービスセンター

コース名

大神山公園ＭＡＰ
ビジターセンターにて配布しております。


