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2017年 8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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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。

入出港

ガイドウォーク

開館時間

8:30 ～ 21:00
夜間

開館日

Vol.56
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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。

8/3.6.10.13.
(木)(日)(木)(日)

(木)(日) (水)

所要時間 30 ～ 40 分程度

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)館内解説ウォークに変更

伝統工芸タコノ葉細工で
ブレスレット作り

19:00～ 先着 30 名

首都大学東京

　　　　公開講座
2017 第 3 回

(火)(土)

タコノ葉細工

8/1.19

17.20.23

13:00～、14:00～

ガイドウォーク

ウクレレを弾きながら、
小笠原古謡をマスターしよう！

8/15
(火)
19:00～ 先着 10 名

ウクレレで唄う

小笠原古謡教室

10:00～、14:00～

ウッディクラフト

島の小枝や木の実を使って

8/11
(金祝)

各回 先着 10 名程度

レイを作ろう

島の花と葉で作るレイ。
ドライになっても素敵！

8/4.8
(金)(火)

19:30～ 先着 20 名

ハカラメはがき

葉から芽が出る葉を
漉き込むはがき作り

8/5
(土)

19:00～ 先着 30 名

＊タコノ葉細工のみ18:45より受付開始

（ウクレレの台数限り）

①世界で見られる小笠原ことば

8/18(金)19:00～

②「ヒアリ」に学ぶ、離島での外来種

　の侵入防止対策のあり方

講師：ダニエル・ロング

講師：可知 直毅

「小笠原の海の仲間たち」特別展

～ Bonin Blue の生物多様性～

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。

「つ・な・が・る島々展」特別展

～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。
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

８月イベント

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

ガイドウォーク

ガイドウォーク

ウッディクラフト

ハカラメはがきタコノ葉細工

タコノ葉細工

レイを作ろう

ウクレレで唄う
小笠原古謡教室

首都大学東京
公開講座

レイを作ろう



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

19:00～

小笠原の海の仲間たち

日本固有種。友禅染
のような色彩のチョ
ウチョウウオの仲間。

ユウゼン
クロナマコ

大村海岸などの砂地で
よく見られるナマコ。
白く見えるのは体につ
けた砂粒で、砂を落と
すと全体は黒い。

ツノダシ
口が尖っていて、鮮や
かな色彩で特徴ある魚。
ファインディング・ニモ
に登場する人気の魚。

ワモンダコ
海の忍者。変身やかくれ
んぼが得意。海の中をよ
く見ていると目が合う !?

日 月 火 水 木 金 土

8/1 2 3      入出港日 4 5

ウミガメ放流
16:30～

JAMMIN
18:00～

6      入出港日 7 8 9 10    入出港日 11 12

南洋踊り&KAKA
19:30～

盆踊り練習会
19:00～

盆踊り練習会
19:00～

盆踊り
18:30～

盆踊り&花火大会
18:30～

13    入出港日 14 15 16 17    入出港日 18 19

盆踊り
18:30～

星空観望会
19:30～

20    入出港日 21 22 23    入出港日 24 25 26

ビーチバレー大会
9:00～

27       入港日 28 29 30       出港日 31 9/1 2       入港日

南洋踊り&KAKA
19:30～

星空観望会
19:30～

再会～東風とボニン・

ウインド　18:30～

3 4 5        出港日 6 7 8 9        入港日

フラ・オハナ
16:00～

野外映画会
18:30～

10 11 12       出港日 13 14 15       入港日 16

NEWS ボニンタイム

18:30～

フラ・オハナ♪
毎日暑いですね～！夏ですね～！

そんな暑さを楽しんじゃう
イベント盛りだくさん！

踊って♫飲んで♫
お祭り広場でお祭り騒ぎ！

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

アオウミガメ産卵・孵化シーズンのため、以下の対策を実施しております。
・大村中央地区の夜間の園内灯消灯　　・迷走防止ゲート閉鎖
・大村海岸トイレの遮光扉閉鎖　　　　・大村海岸への入口を一カ所とする
皆様にはご迷惑をおかけいたしますが、産卵・孵化への影響が少なくなるよう、
ご協力よろしくお願いいたします。

SC

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

VC

P

休憩舎★

P

VC

船客待合所メインストリート

★

大村海岸を夜間ご利用の際は、
アオウミガメの上陸や産卵を妨げないように
こちらの出入り口をご利用ください。

盆踊りの起源をご存知ですか？
 盆踊りは、仏教行事の一つである盂蘭盆会
（うらぼんえ）に迎えた祖霊を慰め、再び
送るために多くの人が踊る「念仏踊り」が
源流で、南無阿弥陀仏の名号に節をつけ、
唱えつつ踊るものであったそうです。
 娯楽が少なかった昔、
共同娯楽、秋の豊作祈
願も込められるなど、
地域をあげての一大行
事でもありました。
＊盂蘭盆会はお盆の正式名称で、盆飾り、
精霊流しを行うなど、現在でも日本古来の
民族風習が色濃い行事です。

星空観望会☆<大村海岸>

<小港海岸>

※ビーチバレー大会<小港海岸>を除いて、イベントは全て<大神山公園お祭り広場・大村海岸>で開催。


