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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)

火 水 木 金 土日 月

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 20 21

22 23 24 25 26

4 5 6

29

2827

30 5/1 2 3

74/1 2 3

4 5

入港

無 料 リーフレット

2018 年 4 月

出港

毎年冬に繁殖・出産・子育ての

ために北の海から小笠原諸島に

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。

実物大のザトウクジラも展示し、

両者の違いをご紹介しています。

「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)

特別展「クジラ展」
こんなに違う！

ザトウクジラとマッコウクジラ

ライブカメラ
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着発 着発 着発

にっぽん丸ぱしふぃっくびいなす

尾びれ・胸びれの違い ( 紙製 )

特別展

「つ・な・が・る島々展」

終了

4/7 まで

新しい展示が増えました

大神山公園メイン展望台にライブ

カメラが設置されました！

ビジターセンターにあるモニター

から二見港の様子をリアルタイム

で見ることができます。

今なら、ザトウクジラも見られるかも！？

展示を更新しました

小笠原の歩き方
小笠原の歴史・文化・動植物情報がわ

かる無料リーフレットを用意していま

す。見本を分野別に展示して、今月の

おすすめテーマも展示しています。

これらを手に取って、小笠原の観光を

お楽しみください！

ゴールデンウィークイベントの詳細は近日別紙にてお知らせします。 どのイベントも予約不要・参加無料です！

特別展

「写真で見る小笠原展」

開始

小笠原ビジターセンター ・ 大神山公園

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」があります。

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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VC ビジターセンター
サービスセンター

分類 : 常緑低木～小高木

別名 : キンポウジュ、ボトルブラシ

フトモモ科　ブラシノキ属

原産地：オーストラリア

花期：例年 3～ 5 月ごろ

花の形がビンを洗うブラシにそっくりな

変わった形をしていることから、英語

では”ボトルブラシ”と呼ばれています。
ブラシノキは不思議な花のつけ方をします。

開花後、花序 ( 花のかたまり ) の先から枝が

伸び、その先端に新

たな次の年の花序が

つきます。枝が花を

串刺しにしているよ

うにも見えますね。

トンネルを抜けた

　清瀬トイレ付近で

　見られます♪

ブラシノキ
～個性あふれる赤い花～ ココ！

　　

　　お掃除に
使わないでね。

小笠原ビジターセンター・大神山公園サービスセンター
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 )

ビジターセンターでのイベント情報や、園内を中心
とした見ごろ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♪

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 )

ホームページ
ＱＲコード

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

定期船の歴史

今年小笠原に来島する観光船

小笠原航路史について詳しくはビジターセンター
で展示しています。
模型もありますので、ぜお立ち寄りください。
参考図書は閲覧室でご覧になれます。  
(「小笠原」特集第61号小笠原航路の船ぶね　
小笠原協会編など)

           飛鳥Ⅱ
50,142トン・全長241m

全長 総トン数
東京父島間
  所要時間船名

 1968年(S43)    

年

 1972年(S47)

 1973年(S48)

 1979年(S54)

 1997年(H09)

 2016年(H28)

小笠原は、戦後20年
以上米国の統治下に
おかれ、交通は主に
グアム島との間で行わ
れていました。

        にっぽん丸
22,472トン・全長166.6m

 ぱしふぃっくびいなす
26,594トン・全長183.4m

三代目おがさわら丸

　　 祝
     返還
    50周年

　
　 小笠原村産業祭
　　 4月30日(月・祝)
   お祭り広場にて開催します。
  (雨天時は、5月1日(火)または
  4日(金・祝)に順延)

返還50周年イベント

船でしか来ることのできない小笠原

日本に返還 496トン

38時間

48時間

44時間

24時間

28時間半

25時間半

48.0m黒潮丸

椿丸

父島丸

初代おがさわら丸

二代目おがさわら丸

三代目おがさわら丸

82.5m

64.8m

110.5m

131.0m

150.0m

1,016トン

2,611トン

6,700トン

11,000トン

3,533トン

4年後

5年後

11年後

29年後

48年後

かじょ

かじょ


