
㈱太平電機 様  （神奈川県） 

福田 康志 様  （徳之島町） 

星野 一昭 様  （鹿児島市） 

西薗 直美 様  （鹿児島市） 

南西糖業有志一同 様（天城町） 

林 恒夫  様  （兵 庫 県） 

立尾 諭代 様  （熊 本 県） 

牧園 愛夏 様  （伊 仙 町） 

松永 光子 様  （徳之島町） 

井  大成  様  （徳之島町） 

 2/11 山集落子どもエコツアー 

2/12 奄美・琉球ガイド交流事業報告会打合せ 

2/13 奄美・琉球ガイド交流事業報告会 

2/16 生物多様性シンポジウム参加 

2/18～22 東京大学研究生来島 

2/20・21 初期ガイド研修まちあるき参加 

2/22 H30 ガイドブラッシュアップ研修閉講式 

2/23 千葉大学学生来島（～3/8） 

2/24 鹿児島大学調査来島（～3/1） 

2/25 外来種パンフレット打合せ 

2/27 H30 ガイドブラッシュアップ事業監査 

2/28 JICA 研修生来島（～3/8） 

3/ 5 JICA 研修生エコツアー 

3/ 6 明眼の森清掃立ち合い 

3/ 7 JICA 研修生お別れ交流会 

3/ 8 伊仙小・義名山の森遠足 

3/12 伊仙町文化財審議員会 

3/16 いせん親子チャレンジ（明眼の森） 

3/21 NPO 佐渡トキどき応援団意見交換会 

3/22 インドネシア国立公園視察受入れ会議 

3/24 GCD・チャレンジ事業見本市 

3/25 シダ植物調査 

3/27 エコツアーガイド連絡協議会総会 

 

 活動報告 (2018 年 12 月～2019 年 3 月) 

12/ 1 外来種分布調査（～12/20） 

12/ 4 文化会館写真展示 

12/12 小笠原支庁職員との意見交換会 

12/12・13 JICA 研修受入れ打合せ 

12/13 世界自然遺産地域連絡会議 

12/14～18 宮崎大学研究員来島 

12/15 奄美ネコ問題シンポジウム(パネリスト参加) 

12/16 世界自然遺産シンポジウム参加 

12/19 全島外来植物駆除作業 

12/21 東京大学研究生来島（～1/21） 

12/21 大島支庁 地域懇談会 

12/25 電柱周辺草刈り立ち合い 

12/27 エコツーリズム推進協議会 

12/29～31 希少植物調査同行 

 1/ 7 青年会議所賀詞交歓会参加 

 1/12 子ども会議林道エコツアー 

 1/14 ガイド研修⑧史跡・遺跡 

 1/16 JICA 研修受入れ会議 

 1/18 井之川岳植物調査 

 1/21 犬田布小・校内写真展（～2/4） 

 1/26 ガイド研修プレツアー＆屋久島ガイド講演 

 1/30 環境省保護増殖検討会出席 

1/31 エコひいきプロジェクト打合せ 

2/ 3 奄美群島国立公園住民意見交換会参加 

2/ 5 天城町区長会 自然遺産勉強会講師 

2/ 8 山クビリ線利用会議 

2/ 8 ガイド研修⑩文化・民俗 

2/ 9 徳之島町ジュニアリーダー自然勉強会 

2/10 世界自然遺産セミナー参加 

＊3/4 ご寄付いただきました！ 

 エコひいきプロジェクト代表・樋口氏とご縁があり、徳

之島でも『地域の自然を守るタオル』が販売されることに

なりました。地域の資源を活用した商品を、地域の雇用を

創出できるようなシステムを通して販売する仕組みづくり

には、大変感銘を受けました。また、売上げの一部を自然

保護団体へ寄付されており、さっそくご寄付を届けるため

に徳之島へお越しくださいました。本当にありがたい限り

です。この場をお借りして、改めてお礼申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

※詳しくは『ECO ひいきプロジェクト』HP をご覧ください 

＊3/８ 伊仙小学校お別れ遠足～義名山の森探検～ 

 伊仙小学校の子どもたちに、ぜひ義名山の森を知っても

らいたい！という学校からの熱い要望を受け、義名山の森

探検を計画しました。10 名のスタッフが、世界的にも貴

重な森の植生を各ポイントで紹介・説明しました。参加後

のアンケートでは、初めて足を踏み入れた子がほとんど

で、「また行きたい」「もっと知りたい」「川や海の生き物

観察をしたい」という感想が多く寄せられました。 

2019 年度 賛助会員総会＆エコツアーの 

お知らせ 

 今年度も総会の季節がやってきました！日頃あら

ゆる活動でご支援ご協力いただいている会員の皆様

に感謝の気持ちを込めて、会員限定エコツアーも同

日実施します。下記日程で開催予定ですので、ぜひ

ご家族の皆様でご参加ください。 

【日時】2019 年 5 月 26 日(日) 9：30～  

①賛助会員総会（１時間程度） 

②エコツアー（昼食含む）16:00 終了予定 

詳しくは追って連絡いたしますので 

どうぞお楽しみに！！ 

新年度・事務局紹介 

 

 

《上段》事務局：常 加奈子・ 寛山 一郎 ・ 林 恒夫 ・ 美延 優志 

《下段》事務局長：美延 睦美 ・ 理事長：政 武文 ・ 監事：鈴木 章   

 

【島内の取扱店舗】 

ホテルグランドオーシャン、ホテル

レクストン、ホテルサンセットリゾ

ート、ダイマル、空港レストラン 

昨年７月に就任した政理事長のもと、徳之島を知り、楽しみ、

守り、伝えるさまざまな活動を皆さまと共に分かち合えるよう取

り組んでまいりますので、今後ともよろしくお願いいたします。  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NPO 法人 徳之島虹の会 

Tel＆Fax：0997-86-3575 

Mail：shimaniji@gmail.com 
 

徳之島虹の会事務局 

2019 年 4 月発行 

第 19 号 

 

3 月 31 日 

現在の会員数 

８６名 

 

西野 文浩  様  （鹿児島市） 

樋口 公平  様  （神奈川県） 

寛山 一郎  様  （伊 仙 町） 

萩原 洋一  様 （伊 仙 町） 

川村 秀代  様 （大 阪 府） 

伊藤 みつ江 様 （東 京 都） 

上田 肇   様  (神奈川県) 

新年度がスタート！ 

いよいよ『令和』の時代を 

迎えます。 

それぞれの新たなスタート

に胸躍る季節ですね♪ 

賛助会員（年会費：5,000 円）の募集、ならび

にご寄付を受け付けています。当会の活動にご

理解ご賛同いただける方はどうぞよろしくお

願いいたします。詳しくは、下記当会事務局へ

お問合せください。 

 

 川が森の中で

生まれ、森の

中で途切れて

いるんです

よ。不思議で

すね～ 

 事務局：関 延代 

ただいま産休中です 

 

新規ご入会ありがとうございます 
ご寄付いただき 

ありがとうございました 

Photo:下西 恵 



◆奄美群島国立公園(徳之島地域)における希少着生ラン移植業務  

徳之島の山地に自生する樹木には、希少な着生ラン類が数多く着生してい

る。近年松くい虫被害によるマツの枯死が進んでおり、着生しているラン類

もやがて枯れてしまいます。 

そのため、国立公園内を中心に落下または倒木に着生した、フウラン、ボウ

ラン等 685 本の着生ランを採取し周辺の生木に移植しました。 

 

 

 

 

 

 
倒木に着生したままのフウラン 
 

 
 
 

 
                採取した場所の近くに移植 
                             

 移植後の生育状況も定期的に確認 
 
 

採取したフウランとボウラン 
 

 

 
当会では徳之島の豊かな自然を

保全し、未来へ伝えるための取り

組みとして様々な事業を受託して

います。その中から、平成 30 年

度に取り組んだ環境省事業の内容

について紹介いたします。 

平成 30 年度 
環境省受託事業紹介 

◆徳之島センサーカメラ点検業務 

環境省が森の中に設置している野生生物の自動撮影カメラ 30 台を、

毎月１回点検し、カメラの動作確認及び電池・メモリーカードの交換を

行いました。 

メモリーカードに記録された画像から動物類を分類し、環境省徳之島

管理官事務所に提出しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

アマミノクロウサギ               ケナガネズミ 
 

 他にも、トクノシマトゲネズミやアマミヤマシギ、リュウキュウイノ

シシ、アカヒゲなど数多くの野生生物が撮影されています。 

◆徳之島の生態系回復に向けたノネコ対策業務 

山中に生息または出入りするネコ（ノネコ）がアマミノクロウサ

ギ、ケナガネズミ等の野生生物を捕食していることから、定点カメラ

によるノネコの監視と捕獲を行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 
かご罠の組立、サビ止め塗布、         自動撮影カメラの設置 

保護シートの取付等の準備          （地面が写る角度に調整） 

 

毎週１回、定点カメラの点検を行った。撮影された動物種は、ネコ

239 回、イヌ 156 回、アマミノクロウサギ 609 回、リュウキュウイ

ノシシ 253 回などでした。 

 ネコ捕獲用かご罠は毎日見回りを行い、64 頭のネコを捕獲し、特に

母間、当部、金見などの林道で多く捕獲されました。捕獲したネコ

は、保護施設にゃんだーランドに搬入しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 
週に１回カメラ点検を行い、     定点カメラに映ったネコ 
電池と SD カード交換する 

 

 

 

 

 

 

 

                  野生生物をくわえている 
ネコの撮影を確認後、罠を設置し、 

毎日点検作業（エサ交換等）をする 

 

 

 

 

 

 

 

 
捕獲されたネコ 

◆徳之島における特定外来生物ツルヒヨドリの生育分布把握等業務 

特定外来生物のツルヒヨドリは、近年、沖縄本島中部一帯で繁茂している。

繁殖力が大変旺盛で、在来の生態系に大きな被害を及ぼす可能性があるため、

徳之島でも外来植物の生育分布状況を調査しました。 

調査した外来植物種は、ツルヒヨドリ、アメリカハマグルマ、アカギ、ギン

ネム、ホテイアオイ、ポトス等の 13 種で、合計 121 ㎞を歩き目視による調査

を行い危険な外来種の分布とリストを掲載したパンフレットを作成しました。 

パンフレットは、環境省の管理官事務所または３町の自然保護担当課にあり

ます。必要な方はお問合せください。 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
ポトスを発見し、位置情報、生息範囲等を記録  繁殖力が強く、駆除が難しいアメリカハマグルマ 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

調査結果をもとにまとめた外来植物分布地図      作成したパンフレット 

 

◆徳之島における希少種盗掘・盗採防止等のための巡視業務 

徳之島は、固有種を含む希少野生動植物が多く生息・生育しているが、

近年、盗掘・密猟・過剰採集の実態が頻繁に確認され、生息数の減少が危

惧されています。 

 また、ノネコによる希少野生動物の捕食も確認されているため、パトロ

ールを行い盗掘・盗採等の防止と、ネコ・イヌや希少生物の生息情報を収

集しました。 

島内全域の主要林道等 12 ルートで昼夜問わず、合計 143 回のパトロー

ルを行いました。 

 

 

 

 

 

 

 
昨年、母間当部林道で発生したツルラン盗掘  同じ場所と思えないほど無残な光景に様変わり 

  

このネコは、2017 年１月、徳之島

町手々の林道で、アマミノクロウサ

ギをくわえる姿を撮影されたもの

と同じネコです。とてもショッキン

グな画像でしたが、さらに衝撃的な

ことに、このネコはあらゆる手を尽

くし捕獲を試みてもいまだ捕獲さ

れず、その後何度も野生動物をくわ

えて写っています。ネコは２つの森

を行き来し丸２年。今でも野生動物

を襲い続けています。 


