
沖山 芳清 主任

「沖で見たときゃ鬼島とみた

が、きて見りゃ八丈は情け島」

これは八丈ショメ節の一節で

すが、私の姓も沖から見た八

丈島が山に見えたことから

「沖山」となった様です。こん

な簡単な生い立ちなので八丈には沖山が多勢います。

沖山さんといっても、どこの沖山さんか分からないの

で、名前で呼ぶようになりました。そんな訳で私は

「よしきよ」といいます。若い頃は「よし兄い」と呼ば

れたりしたのですが、還暦を過ぎたので、「よし爺い」

などといわれる様になるのでしょうか。

「八丈島」と言ってみなさんは何を想像しますか？「鳥のかよわぬ島」（渡ってくる鳥もちゃんといます）、「人情

のある島」、「流人の島」、「キョン」、「焼酎」、「くさや」、「黄八丈」かな？、上げたらきりがないですね。

「八丈島」は海もあり、山もあり、人情あり、食べ物もおいしくて、すっごくいい島です。

「こっこめ通信」は、そんな八丈島の自然を紹介するために八丈ビジターセンターが作成しています。

今回は創刊と言うことで、スタッフ紹介や植物公園の紹介など盛りだくさんでお伝えします。

菊池 健 解説員

高須 英之 解説員

島内出身ではありませんが島

に住み着いてしまいました。

　島に来た目的はダイビング

の仕事をするためでしたが、

現在は海だけではなく陸にも

魅力を感じてこのような仕事をするようになりまし

た。陸のことはただいま猛勉強中です。

　八丈ビジターセンターのホームページを管理してい

るのは私です。八丈島のウミウシについてのホーム

ページも個人的に作っているので、ぜひご覧下さい。

http://homepage2.nifty.com/nudibranchs/

八丈生まれで八丈育ち、先祖

代々八丈島民。

　八丈島の自然が好きで始めた

この仕事ですが、今はすばらし

い自然体験を皆さんと共有する

のが無上の喜びです。

　しかし観察会や色々な行事などでは、参加者の中でも一

番楽しんでいる自分に気が付いて愕然とする事も多い今日

この頃。
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園地ゾーン

日本の森ゾーン世界の森ゾーン

学習の森ゾーン

八丈植物公園ガイドマップ
下のマップは植物公園の全景です。植物公園は八丈の中心にあり飛行場のすぐ裏に当た

ります。いろいろな植物が植えられている公園で、キョンのいる動物舎やすべり台など

の遊具もあります。植物公園はテーマ別に楽しめる8つのゾーンに分かれています。

メイン

　　エントランス

サブ

　エントランス

八丈の森ゾーン・八丈島の自然を色濃く残して

いる森で、昔の炭窯も残っています。株立ちした木は

薪や炭を得るために一度幹が切られたためです。

林間ゾーン・ちょっと小高いこの山は徳

里山と言って八丈富士の側火山です。展望台

に登ると八丈小島が一望できます。夕焼けも

きれいな場所ですね。

学習の森ゾーン・ここの観察路には島

らしい生き物や、植物について解説板やクイ

ズ形式で紹介しています。植物には樹名板も

ついてるのでわかりやすいですよ。

管理ゾーン・ここは温室とビジターセンターのある

ゾーンです。温室には約100の熱帯や亜熱帯の植物を育て

ています。ハイビスカスやブーゲンビレア、またパパイヤ

やマンゴーの果実類も育てられています。ビジターセン

ターは八丈の自然を紹介する施設です。私たち解説員が常

駐しているのでどんなことでも気軽にお尋ね下さい。また、

八丈島の美しい映像も紹介しています。

園地ゾーン・キョンがいる動物舎があるのがこの

場所です。実はこの辺りでは天然記念物になっているア

カコッコがよく見られる場所なんです。じっくりと木立

の中を覗いてみてはどうですか。遊具もあり子供達の遊

び場の一つにもなっています。

世界の森ゾーン・インドゴムノキやウチ

ワサボテン、トックリランなど外国産の植物が

たくさん植えられています。

日本の森ゾーン・サクラやウメの仲間が植

えられています。島のサクラ、オオシマザクラも

大きなものがあります。ソメイヨシノもあります

が内地ほどきれいには咲きません。ここではよく

カラスバトの鳴き声も聞こえますね。



八丈植物公園季節調査会の報告

八丈ビジターセンターでは毎月第二日曜日に八丈植物公園季節調査会を開催しています。

この行事は、植物公園内の生き物で季節を感じようと言う趣旨です。毎回、見られる植物

がどのように変化していくのか、またどんな鳥や昆虫が見られるか観察しています。

前回は5月13日に観察会を行いました。下の表が調査記録です。

八丈島では、内地とは少し様変わりした種や独自に進化した種など聞き慣れない種があるのが特徴です。

今回はその中で「ハチジョウイボタ」にスポットを当ててみたいと思います。

ハチジョウイボタ　Ligustrum ovalifolium var. pacificum

モクセイ科の半常緑低木。オオバイボタの伊豆諸島変種。5月の

末から白い筒状の花が咲き始め、花のにおいが強いのも特徴です。

冬に8mmほどの果実が熟します。島では「シダキ」と呼び実を

玉にしたシダキ鉄砲で遊んだといいます。

（平成13年第5回）

参加者・青柳良子、伊藤峯代、菊池健
NO. 和名　（島名） 状態 NO. 和名　（島名） 状態

草　本 35 ヨツバムグラ 花
1 コモチマンネングサ 花 36 カニツリグサ 花
2 コケミズ 花 37 ケキツネノボタン 花,種
3 ハハコグサ 花 38 ハキダメギク 花
4 ニワゼキショウ 実 39 アオカモジグサ 花
5 ハルジオン 花 40 ヒメヨツバムグラ 花
6 トキワハゼ 花 41 トキワツユクサ 花
7 トウバナ 花 42 イヌガラシ 花
8 ハナイバナ 花 43 ハコベ 花
9 ツメクサ 花 44 ツメクサ 花
10 キランソウ 花 45 ヒナギキョウ 花
11 イワニガナ 花 46 シロノセンダングサ 花,種
12 チチコグサ 花 47 ツユクサ 花
13 ヒメコバンソウ 花 48 タチイヌノフグリ 花,種
14 キュウリグサ 花 49 イヌタデ 花
15 オオニワゼキショウ 花 50 チチコグサモドキ 花,種
16 セイヨウタンポポ 花,種
17 コナスビ 花 木　本
18 ヌカボ 花 1 ガクアジサイ 蕾
19 オニタビラコ 花,種 2 マサキ 蕾
20 オオニワホコリ 花 3 ヒメユズリハ 花
21 ヤエムグラ 花 4 ハチジョウイボタ 花
22 オオアレチノギク 蕾 5 クワsp. 実
23 ムラサキカタバミ 花 6 センダン 花
24 ドクダミ 蕾
25 ウスベニニガナ 花
26 シロバナマンテマ 花,種
27 コマツヨイグサ 花,種
28 チガヤ 花
29 カモジグサ 花
30 コセンダングサ 花,種
31 ミゾイチゴツナギ 花
32 オオバコ 花,種
33 ママコノシリヌグイ 花
34 ウマノミツバ 蕾

※ビジターセンターでは八丈植物公園の季節変化の公開調査を月1回程度行なっています。
　興味のある人は窓口でお問い合わせください。
　植物の名前をこれから覚えたいと思っている人など大歓迎。

今回は56種を観察しました。

次回調査は6月10日（日）です。

八八八八丈丈丈丈植植植植物物物物公公公公園園園園季季季季節節節節調調調調査査査査
平成13年5月13日（日）　13時30分～15時



東京都八丈ビジターセンター　2001.6.1　第1号

開館時間　9：00～16：30　年中無休（無料）

〒100-1401

東京都八丈島八丈町大賀郷2843

電話：04996-2-4811　Fax：04996-2-4888

E-mail：hvc@viola.ocn.ne.jp

http://www3.ocn.ne.jp/̃vc8/　

植物公園季節調査会
植物公園内で動植物の調査をしながら季節の変化を一緒に感じよう。
6／10　（13：30～　約1時間半）
中学生以上　ビジターセンター集合・解散　無料　定員：15名

八丈学講座
「樹名板を付けよう」

八丈島をもっとよく知るための講座。今回は「樹名板を付けよう」です。
6／23　（13：30～　約1時間半）
中学生以上　ビジターセンター集合・解散　無料　定員：15名

イベントプログラム

ビデオプログラム

10：00～　八丈・海・生きものたち

11：00～　八丈・四季・人・自然

14：00～　八丈・四季・人・自然

15：00～　八丈・四季・人・自然

16：00～　八丈・海・生きものたち

上記以外での上映は予約にて可能です


