
シェルカービング 様 （徳之島町） 

実吉 満里子   様 （鹿児島市） 

三井製糖株式会社 様  （東 京 都） 

Ｔ・Ｔ       様 （伊 仙 町） 

 

 活動報告 (2019 年４～７月) 

4/14 インドネシア視察交流発表リハーサル（面縄中） 

4/19 インドネシア国立公園一行視察来島（～4/21） 

4/20 インドネシア視察団エコツアー 

4/21 面縄中学生自由研究発表（インドネシア視察団)  

4/26 国立公園管理運営会議出席 

5/ 5 ムヨウラン勉強会 

5/ 8 第９回理事・社員総会 

5/11・12 徳之島の植物教室参加(鹿児島大学主催) 

5/17 建設業協会総会出席 

5/23 初期ガイド研修参加(広域事務組合主催) 

5/26 賛助総会＆クルージングツアー 

6/12 徳之島の森の希少なランと動物たち講演会協力 

6/13 希少ラン現地研修会 

6/14 犬田布小・中学校出前授業 

6/16 鹿児島大学外来植物調査（～5/19） 

6/20 東京大学ノネコ研究（～8/28） 

6/29 外来種シンポジウム協力 

7/ 2 国交省視察対応 

7/ 3 青パト講習会参加 

7/ 7 次世代育成事業・座学① 

7/10 天城町・多言語解説看板整備事業同行 

7/14 次世代育成事業・ナイトツアー① 

7/23 伊仙町・子ども山体験 講師 

7/24 徳之島高校出前授業、世界自然遺産会議 

7/25 次世代育成事業・まちあるき① 

7/28 夏休み！タキンシャ探検（次世代育成事業） 

7/30 伊仙町・子ども海体験 講師 

＊5/26 賛助総会＆クルージングツアー 

 午前中は総会を開き、昨年度の活動報告や収支決算報告、そし

て、今年度の活動計画や予算案についての意見交換を行いました。 

 午後からは皆さんが朝からウキウキワクワク！楽しみにしていた

クルージングツアーへ！！平土野を出発して、まずはムシロ瀬へ。

そこから犬の門蓋、小原海岸、犬田布岬と南下するコースでした。

見事な五月晴れの中ということもあり、海も空も青く澄んで、どこ

も言葉に表せないほどの素晴らしい景色でした。ご参加くださった

皆様ありがとうございました！また来年度も楽しいツアーを計画し

たいと思いますので、どうぞお楽しみに！！ 

＊7/28 夏休み！タキンシャ探検 

 徳之島町を流れる大瀬川上流の滝・タキンシャ(「滝の下」の

意)探検を行い、島内の小中学生～大人まで、スタッフを含めて

総勢 50 名が参加しました。万一に備えて消防隊員、看護師にも

同行していただきました。また、今回は鹿児島大学でエビやカ

ニ、ヤドカリ類の研究をされている鈴木廣志先生や天城町自然保

護専門員の岡崎さんと一緒に、生き物や地質などについても教え

ていただきました。川をのぼり、辿り着いた 

タキンシャに一同感激！この体験から、今後 

自然と触れ合う機会が広がるといいです。 

 

2019 年度 世界自然遺産登録推進・次世代育成事業に取り組みます！ 

 2018 年、世界自然遺産登録の延期勧告を受けて早２年が経ちました。多様性豊かな自然が、世界的にも貴重

な価値を持つことは認められましたが、外来生物対策やアマミノクロウサギをはじめとする絶滅危惧種の保護

対策など、地域の管理体制強化が課題として指摘されました。2020 年の再推薦決定を受け、これらの課題に対

応するための事業(県・３町主催)に取り組むことになりました。主な内容は以下の５項目です。 

 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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８月発行 

第２０号 

８月 31 日 

現在の会員数 

９3 名 

嶺田  茂   様  （徳之島町） 

與嶺 友紀也  様  （伊 仙 町） 

川  幸代  様  （徳之島町） 

寛山   隆   様 （茨 城 県） 

中川  拓郎  様 （伊 仙 町） 

徳山   潔    様 （伊 仙 町） 

亀澤  聡  様 （伊 仙 町） 

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のご入会、ご寄付、またはご

紹介を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。 

 

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 

各種取り組みの状況や成果、イベントの開催などについて、随時お知ら

せしますので、どうぞお楽しみに！！ 

希少植物の移植 ➊ 
希少種保護・外来種対策 
パトロール ➋ ➌ 

➎ 
世界自然遺産登録啓発 
シンポジウムの開催 ➍ 自然体験イベントの開催 

侵略的外来植物の駆除 

 

＊自然体験イベントの一環として、
親子もしくは一般の方を対象とし
たナイトツアーを開催いたします。
３名一組１回限り、以下の日程で開
催予定です。ご希望の方は事務局へ
お申込みください。 
９月６日（金） 19：00～ ２組 
９月 20 日(金) 19：00～ ２組 
９月 21 日(土) 19：00～ ２組 
９月 22 日(日) 19：00～ １組 
９月 27 日(金) 19：00～ １組 
９月 28 日(土) 19：00～ １組 
９月 29 日(日) 19：00～ １組 
10 月 4 日(日) 19：00～ ２組 

ページはじめました 



 

 
ペットボトルは 500 年！！ 

タイトルはずばり！何に要する年数だと思いますか？ 

実は、捨てられたペットボトルが土にかえるまでにか

かる年数なのです。ゴミを外（道路、畑の畦、川、海

など）に捨てることで、大地や循環する空気、水も汚

れ、私たち自身の健康も害してしまいます。私たち人

間をはじめ、生き物が生きていくうえで不可欠な自然

環境をずっと先の未来へ残していくために、いま、私

たちに何ができるのでしょうか。 

 

500 年 

2 週間 

1 ヶ月 

10 年 

40 年 

80 年 

100 万～ 

200 万年 

200 万年以上 

 

 

 

 
リンゴの芯 

 

  紙袋、新聞、ティッシュ 
※トイレットペーパーは 

さらに長くかかる。 

 

6 週間 

 

バナナの皮 
※気温が低い場合、さらに時間

がかかる。果物の皮であって

も「ゴミ」であることに変わ

りはない。 

 
6 ヶ月～1 年 

 
T シャツなどの衣料 

※木綿で約６ヶ月 

ウールで約１年 

 

 

タバコの吸殻 
※島の道路で必ずと言っていい

ほど落ちている吸殻。10 年 

以上かかることも… 

 

 
使い捨てオムツ 
※500 年かかるとする 

説もあり 

 
ポテトチップスなどの 

パッケージ（袋） 

 

200 年 
飲料アルミ缶 

※500 年かかる場合もあり… 

 

 
ペットボトル 
※完全に土にかえる 

 ことはない 
ガラスびん 
ガラス容器 

 

電池 

 

【参考文献】online ジャーニー 

『ペットボトルで 500 年！ 

土にかえるのに時間がかかりすぎるゴミ』 

https://www.japanjournals.com/ 

 

他にも、以下のような外来生物もいますので、ご留意ください。 

ニホンスッポン 

 

アシヒダナメクジ 

 

ハイイロゴケグモ 

 

アフリカマイマイ 

 


