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ニ　ュ　ー　ス レ　タ　ー
  2018 年 9 月 1 日

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)

9 10 12 13 14 15

16 17 18 19 21

23 24 25 26 27

5 6 7

30

2928

10/1 2 3 4

83 4

5 6

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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特別展
「南硫黄島展」

開始

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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「寫眞で見る小笠原展」 ～返還五十周年を迎えて～特別展

小笠原は今年で返還 50 周年を迎えました。

戦前や米軍統治時代の様子、やっと迎えた返還式典、

返還後～昭和 60 年代の風景と生活を写した写真を

中心に展示しています。

写真のひとコマから時代の流れを感じてください。

「南硫黄島」特別展

～原生自然 10 年の変化とドローンが捉えた島の全貌～

返還 50 周年パレードや

式典の様子の写真も追加

しました。

南硫黄島は人が定住した歴史を持たない原生の島です。2007 年には戦後 2 回目の自然環境

調査が実現し、四半世紀ぶりにヴェールを脱いだ島の姿に注目が集まりました。

それから 10 年。特別展ではドローンによる島全体の撮影など南硫黄島の自然の新たな側面に

迫った最新情報と、過去の調査結果を分かりやすく展示します。

《主催》NPO 法人 小笠原自然文化研究所
          東京都

《共催》 首都大学東京
　　　 ボニンインタープリター協会

《協力》 公益財団法人 東京都公園協会
　　　 南硫黄島自然環境調査隊 2017
　　　 神奈川県立生命の星・地球博物館
　　　 国立科学博物館
　　　 ふじのくに地球環境史ミュージアム
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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

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

ホームページ
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アオウミガメの産卵シーズンが始まりました！！

父島列島の南西約 200km にあり、小笠原諸島に属しています。

火山列島とも呼ばれ、北硫黄島、硫黄島、

南硫黄島の 3 島で構成されています。

硫黄島は、活火山の火山島で火山性ガスが

噴出し地温が高いです。島は隆起を続けています。

特別展

　「南硫黄島」
9 月 2 日から

ビジターセンター

研修室、企画展示室を

中心に展示します。
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小笠原国立公園
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面積　3.54km2
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世界自然遺産区域

島全体が天然記念物

原生自然環境保全地域

人の活動の影響をうけるこ

となく原生の状態を維持し

ている地域

急峻な地形で、これまで人が定住した

ことがなく、小笠原で最も原生の自然

が残されています。全域立入制限区域

になっています。

平成 29 年に 10 年ぶりとなる学術調

査が実施され、アカアシカツオドリの

営巣地や希少な陸産貝類、ラン科植物、

昆虫類が発見されました。

父島から

約 205km

父島から

約 274km

父島から

約 325km

約 12ookm

明治 32 年に開墾が始まり、明治

37 年には人口が 156 人に達して

いました。主な産業はサトウキビ

栽培やマルサザエの採取でした。

平成 3 年の調査で 8 世紀から 16

世紀頃の遺跡が発見されましたが、

それらはミクロネシア文化圏のも

のと推定されています。

明治 22 年に開墾が始まり、昭和

15 年には人口が 1051 人に達し

ました。主な産業はサトウキビ、

コカ、レモングラスの栽培でした。

昭和 16 年太平洋戦争勃発後は本

土防衛の最前線となりました。

現在は島内全域が自衛隊の基地に

なっています。

   父島
面積　23.45km2

周囲   約 52km

標高   318m
( 中央山 )

北硫黄島

南硫黄島

硫黄島

原生自然環境保全地域

　　　　テリハハマボウ ( 固有種 )
広域分布種のオオハマボウから進化した固有種です。よく似ているが

自生する環境が異なることから簡単に見分けられる。主にテリハハマボウ

は山の中、オオハマボウは海岸付近で咲いて

います。朝咲いた花は夕方赤くなって落花

します。また花はほぼ 1 年

中見られ、メイン展望台

付近などで見られます♪

　
　　 ゴバンノアシ ( 外来種 )
日本では八重山諸島に稀産するが、小笠原で

の自生はなく植栽されています。白い花に、

雄しべが長く多数あって先端がピンク色で

目立ちます。主に夜に花が開き、朝には落ち

てしまう。果実が四角形で碁盤の脚に似ている

ことが名前の由来。

園内では 6 月～ 12 月ごろ

まで花が咲き、お祭り広場で見られます♪

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　アサヒエビネ ( 固有種）
父島と兄島のみに生育する絶滅危惧種です。やや暗い林床に自生し、8 月

～９月ごろ黄色い花が咲きます。花は順次花茎の下のほうから咲き始めま

　　　　　　　　　　　　　　　す。今年は 8 月初旬に開花しました！

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　冒険遊戯広場近くの

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノヤシ橋の下で見られ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ます♪

　　　　　　　　　　

果実

硫黄列島


