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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。

にっぽん丸

出港

「つ・な・が・る島々展」
～あなたは知っていますか？小笠原の島々～

大小 30 余りの島々からなる

小笠原諸島。2013 年には西

之島の南南東約 500m 付近

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

定期船「おがさわら丸」による

「西之島クルーズ」より

                       (2017.6.4)

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。 30 31

入港

入港出港

出港
入出港

入出港

入出港

ガイドウォーク

ガイドウォーク

ガイド
ウォーク ガイド

ウォーク

開館時間

8:30 ～ 21:00
夜間

開館日

特別展
「小笠原の海の仲間たち」
                       開始

入出港

ウクレレで唄う

小笠原古謡教室 南洋踊り教室

NEW!!
「小笠原の海の仲間たち」

～Bonin Blueの生物多様性～

特別展

サンゴ、魚、貝、カニ、ナマコ、ウニ、

ヒトデ…小笠原の海の生きものを

調べていくと、多様な自然が見え

てきます。展示では、他の海域で

は見られない小笠原らしい海の姿

に迫ります。

7/27( 木 ) より開催

先着 10 名程度
各日 2 回実施 30 ～ 40 分程度

身近な小笠原の自然を体験しよう！

※雨天の場合…館内解説ウォークに変更

(木) (日) (木) (日)

13:00～
14:00～

7/25 (火) 19:00～

ウクレレを弾きながら、

小笠原古謡をマスターしよう‼

先着 10 名

小笠原古謡に合わせて、

南洋踊りを体験してみよう‼

7/20.23.27.30

7/27 (木)19:30～
先着 30 名

葉から芽が出るハカラメを漉き

込んではがきを作ろう‼

7/29 (土) 19:00～
先着 30 名

7 月イベント

ガイドウォーク

ウクレレで唄う小笠原古謡教室
南洋踊り教室

ハカラメ
はがき作り

※どのイベントも予約・参加費不要

ハカラメはがき作り

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

※タコノ葉細工のみ
　18:45 より受付　

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

※タコノ葉細工のみ
　18:45 より受付　
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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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メインストリート
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通称：ゲゲゲハウス

シュロ葺き屋根の休憩舎。
日陰で風も抜けるので、暑くなったときは
ここで休憩しましょう。
お弁当や本を持ってきて、波の音を聞きな
がら過ごすのもいいですよ♪

ビジターセンター

小笠原のことで知りたいことがあ
ればここへ。
植物だけでなく、よく見られる魚
の写真もあるよ。
見かけた魚の名前をここで調べよ
う！

青灯台

いろいろな魚が見られる隠れ
たスノーケルポイントです。

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、カメ迷走防止柵閉鎖

及び大村海岸トイレの遮光扉閉鎖、大村海岸への入口を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。

皆さまにはご迷惑をお掛けしますが、ご協力よろしくお願いいたします。VC

船客待合所メインストリート

園内灯消灯･迷走防止ゲート及び大村海岸トイレ遮光扉の閉鎖のお知らせ

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

アオウミガメの上陸・産卵
への影響を少なくするため、
夜間はこちらの入り口を
ご利用ください。

カメ迷走防止柵

シソ科ムラサキシキブ属で小笠原の固有種。

絶滅危惧ⅠA 類に指定されています。

個体数の減少の一因として、ヤギの食害が挙げられます。

小笠原に自生するムラサキシキブ属 3 種のなかでは最も小形で、高さ１m 程度の常緑低木です。

葉は対生し、柄は長さ１cm 前後。葉身は長さ２～５cm ほどで楕円形～円形。

表面は光沢がなく、裏面には葉脈が突出しており銀白色の綿毛で密に被われています。

若い枝や花序なども銀白色の綿毛が密生しています。

現在園内では、小さな花とつぼみを観察することができます♪

ウラジロコムラサキ

　ムラサキシキブ属は、熱帯から温帯にかけて約 140 種が広く分布し、日本には

10 種のほかに天然雑種も数種知られています。

そのうち小笠原諸島には固有種の「オオバシマムラサキ・シマムラサキ・ウラジロコ

ムラサキ」の 3 種が自生しています。オオバシマムラサキの祖先が古い時代に小笠原

諸島に到着し、生育環境によってそれぞれ分化したと考えられています。

　オオバシマムラサキは父島、母島両列島に広く分布しているのに対し、シマムラサ

キ・ウラジロコムラサキは父島と兄島のみに分布しています。シマムラサキは平坦な

山地の低木林内、ウラジロコムラサキは乾燥した岩石地でみられます。

葉のおもて↑、 うら↓

毛がもこもこで
かわいい～！

←花 ↓新葉

ムラサキシキブ属 大神山公園では
ウラジロコムラサキ ( トンボ池 )

オオバシマムラサキ
( 学校前広場の道路沿い )
をみることができます！

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

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 )

<アクセス >
おがさわら丸船着場から徒歩 5分


