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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。
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8:30 ～ 17:00

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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ウッディクラフト

ガイドウォーク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 ハカラメはがき

にっぽん丸
ぱしふぃっく

びいなす

ぱしふぃっく

びいなすにっぽん丸

参加費・予約不要

イベント開始時刻15分前に受付カウンターまで
お越しください。それ以前の受付・団体での申し
込みはできないので、ご了承ください。

講演会

小笠原の海鳥は食べ物を分け合っていた

－糞を拾ってわかる海での生活－

　　                         講師：小村 健人

( 京都大学大学院農学研究科
　　　　森林生物学研究室修士課程)

2/28(水) 19:00 ～ 20:30

毎年冬に繁殖・出産・子育ての為に小笠原諸島に
帰ってくるザトウクジラ。
小笠原諸島の沖合10～30kmの海域に生息する
潜水の王者マッコウクジラ。
同じクジラでも、大きな違いが！？実物のザトウ
クジラも登場して、両者の違いをご紹介します。

一生のほとんどを海で過ごす海鳥たちの生活は謎
だらけ。糞の中のDNAに焦点を当て、海鳥たちが
何を食べているのか、彼らはどのように共存して
いるのかを明らかにしました。

「クジラ展」
こんなに違う！

ザトウクジラとマッコウジクラ

特別展

～あなたは知っていますか？

　　　　　　　小笠原の島々～

特別展「つ・な・が・る島々展」

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、
南鳥島など小笠原島々を紹介します。

イベント案内イベント案内

ウッディクラフト

ミニガイドウォーク

3/17( 土 )
13:00 ～、 14:０0 ～ 3/24( 土 )

10:00 ～、 14:00 ～

レイを作ろう

3/12( 月 )19:00 ～

タコノ葉細工

3/13( 火 )19:00 ～

ハカラメはがき

3/24( 土 )19:00 ～

ウクレレで唄う

小笠原古謡教室

3/19( 月 )19:00 ～
島の小枝や木の実を使った
クラフトを作ってみよう！
　

伝統工芸タコノ葉細工で
ブレスレットを作ろう！
　

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！

　

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 分間

＊雨の場合はビジターセンター
　館内ウォークとなります。
　

島の花と葉で作るレイ
ドライになっても素敵！

各回、先着 10 名程度

先着 30 名

先着 30 名 先着 30 名

　

先着 10 名

　

各回、先着 10 名程度

葉から芽がでる不思議な葉
を漉き込むはがき作り！　



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 )

Twitter
平日毎日更新!!

Twitterアカウント
@OgasawaraOogami

<アクセス >
おがさわら丸船着場から徒歩 5分

先着 30 名

　

本州では旅鳥ですが、小笠原には冬を越

しによく来島しています。冬羽と夏羽では

見ためは全く異なり、夏羽の白・黒・栗色

からなるまだら模様が、京都の女性が着る

着物のように見えることから、京女鴫(キョ

ウジョシギ)と呼ばれるようになりました。

父島では、海岸沿いなどで群れで行動して

いるのをよく見ることができます。

大神山公園で見られる野鳥たち

春もすぐソコ♪

メジロ
イソヒヨドリ

ハシナガウグイス

アオサギ

シメムナグロ

アカガシラ
　カラスバト 渡り鳥

渡り鳥

渡り鳥

絶滅危惧種

キョウジョシギ

冬羽

ひとりより、
みんないっしょが落ち着く…

キョウジョシギ

渡り鳥

夏羽

Close
  up!

小笠原では船の見送りやダンスの時、身近に咲いている

花を使ってレイ ( 首飾り ) を手作りします。

サンタンカブーゲンビレア プルメリアデイコ ハイビスカス ティーリーフ

レイに使う植物

レイは心をつなぐ

3 月は別れの季節で
す。 進学、 就職、
転勤等で島を離れる
皆様、 お元気で！
また帰ってきてね～

ビジターセンターでは

３月、５月、７月、８月

にレイの手作り教室を

開催しています。

ご参加お待ちしています。

オシロイバナ科
中南米原産
花期は通年　
花びらに見える
部分は苞葉です。

マメ科　
インド原産
花期は 2 ～ 5 月
落葉高木

アカネ科
中国南部原産
花期は通年
常緑低木

アオイ科
花期は通年
フヨウ属の多くの
野生種を交配して
作られました。

キョウチクトウ科
中南米原産
花期６月～１２月
島内には 2 月開花
の株もあります。

リュウゼツラン科
南洋諸島原産
古代ハワイでは神聖
なものと考えられて
いたようです。


