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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」。おがさわら丸が停泊する父島に「都立大神山公園」があり、園内には小笠原諸島の
歴史･文化･自然などの情報をたくさん揃えた「小笠原ビジターセンター」があります。
無料リーフレットやインターネット「FREE SPOT」もありますので、お気軽にお立ち寄りください。

2022 年 3月
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ギンネムで作ろう

レイを作ろう

みんなで踊ろう
南洋踊り

タコノ葉細工

OWA
ナイトレクチャー

ビーチコーミング
クラフト

ウクレレで唄う
小笠原古謡教室

ウクレレで唄う
小笠原古謡教室

ミニガイドウォークレイを作ろう タコノ葉細工

先着１０人程度
< 小学校 3 年生以下は保護者同伴 >

大村海岸をビーチコーミングして
フォトフレームの飾り付けをしよう！

小笠原古謡教室、レイを作ろう、タコノ葉細工、OWAナイトレクチャーのイベントは
事前予約が必要です。各イベントの当日の9：00～17：00の間に電話または
ビジターセンターで予約の受付をします。　☎04998-2-3001

その他の予約不要のイベントは、当日の開始時刻15分前から受付をします。
時間前の受付、団体での申込はできませんので、参加希望者は全員受付にお越しください。

全てのイベントは参加費無料です！

3 月のイベント

ギンネムで作ろう
ビーチコーミング

クラフト ナイトレクチャー
OWA

先着 15 人程度

＜中学生以上対象＞

東京都指定無形民族文化財（民俗
芸能）の南洋踊りを踊ろう！

お祭り広場で開催です。
雨天の場合は 13 日 9:00 に変更
します。

3/12　16:00

みんなで踊ろう
南洋踊り
（予備日）

3/11, 17　14:00

先着 5 人程度
< 小学校 3 年生以下は保護者同伴 >

外来種ギンネムの種を使って
オリジナルの作品を作ろう！

3/20　9:00

3/10, 23, 29　13:00/14:00

各回、先着 5 人程度

解説員と VC 周辺を散策しよう！
雨天の場合は館内ガイドウォーク
に変更となります。

※上記イベントは、新型コロナウイルス感染症の拡大状況により中止となる場合があります。

ミニガイドウォーク

ミニガイドウォーク

みんなで踊ろう
南洋踊り

3/8, 15　19:00

各日、事前予約先着 8 人程度
< 中学生以上対象 >
ウクレレを弾きながら、
小笠原古謡をマスターしよう！

3/12　19:30

事前予約先着 1０人程度

島の花と葉で作るレイ
ドライになっても素敵！

事前予約先着 1０人程度
< 小学校 3 年生以下は保護者同伴 >

伝統工芸タコノ葉細工で
ブレスレットを作ってみよう !
　

3/19　19:00

3/24　19:30

事前予約先着 10 人程度
< 中学生以上対象 >

鯨類の基本から
最新情報までを知ろう！

ギンネムで作ろう

ミニガイドウォーク

ウクレレで唄う
小笠原古謡教室



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
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
ＱＲコード

大神山公園 TOPICS

見ごろの園内植物

大神山公園でよく見られる野鳥たち

イソヒヨドリ

留鳥。小笠原ではよく見ら

れる馴染み深い鳥。高くて

美しい鳴き声。

アオサギ

渡り鳥。

日本最大のサ

ギで園内では

冬に大村海岸

で見かけるこ

とが多い。

ハシナガウグイス

小笠原固有亜種

ウグイスに比べて

やや小型でくちば

しが長い。

アカガシラカラスバト

小笠原固有亜種　絶滅危惧種

あかぽっぽの愛称で親しまれている。一時は個体数

　　　　　　　　　　が激減したが、ここ数年は街

　　　　　　　　　　中でも目撃されるほどになっ

　　　　　　　　　　た。観察するときは遠くから

　　　　　　　　　　静かにお願いします♪

キョウジョシギ

小笠原に越冬しにくる。夏羽の白・

黒・栗色のまだら模様が京都の女

性の着物にみえることから、京女

鷸 ( キョウジョシギ ) と呼ばれるよ

うになった。海岸沿いやお祭り広

場を群れで行動する様子がよく見

られる。

♂ ♀ メジロ

留鳥。花の蜜や木

の実、昆虫などを

食べる。

ムニンハマウド セリ科　小笠原固有種

スパイシーな良い香り！

高さ 1.5m ほどになる大型で海岸性の常緑多年草です。父島の自生

地では、ノヤギの食害で個体数が減っていますが、園内では北入口

とおもてなし花壇に植栽され美しい花を見ることができます。

強い芳香があり、花期は特徴のあるスパイシーな香りが周辺に広が

ります。茎は直立して分岐し、葉は複葉で縁がギザギザしています。

主な図鑑で、花期は 6 月と記載されていますが、園内の植栽株は毎

年 2 月ごろから開花し、4 月ごろに果実が熟しています。

絶滅危惧 II 類 VU

花 実

白い 3mm ほどの小花が多数花束の

ように半球状に集まって咲きます。

5 弁花で、花の外まで

伸びている 5 つの雄し

べが目立ちます。

6-8mm の果実は最初黄緑色、

やがて茶色に熟します。

楕円形で薄く、両側に翼

が出ています。

開花中は香りに誘われてハチ

やハエ、 蛾などの昆虫 がたく

さん訪れます。




