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奄美の郷

イベントのお知らせ

１０月 〜 ３月
文化の日イベント

平成２６年１１月３日（月・祝）

初春唄あしび

午前の部 １０：００～１２：００
午後の部 １３：３０～１５：３０

平成２７年１月３日（土）
１３：３０～１５：３０

昔ながらの手作り体験（竹トンボやゴム
でっぽうなど）やケンムンクイズラリー
などを盛り込んだイベント。文化の日は
奄美パークの観覧料が無料です。

新春恒例の唄あしび（あそび）のイベント。
島唄や舞踊などを中心に，新春を祝うス
テージ。

新春寄席

奄美の郷 ライブステージ
平成２６年１１月１６日（日）

平成２７年１月４日（日）

１３：３０～１５：３０

１３：３０～１５：３０

龍郷町文化協会によるライブステージ。
舞台での舞踊や島唄などを披露するほか，
書道や俳句などのパネル展もある。

フユウンメコンサート

新春恒例の新春寄席。
三遊亭 鬼丸さんによる寄席イベントです。

奄美パークパフォーマンスバトル 2015
平成２７年２月１５日（日）

平成２６年１２月７日（日）

１３：３０～１５：３０

１３：３０～１５：３０

出場者募集型のイベント。日頃の練習の成
果の発表の場として，パフォーマンスを披
露してみませんか？ 出場者募集。

作物の収穫に感謝する「フユウンメ」の
時期で，クリスマスが近づくこの季節に
合わせた合唱などのコンサートです。

第 8 回子どもクリスマス会
平成２６年１２月１４日（日）
午前の部 １０：００～１１：３０
午後の部 １４：００～１５：３０
毎年恒例のクリスマスイベント。子ども
向けの楽しい演目や，クリスマス大抽選
会もある。

春まつり

～サンガツサンチ～
平成２７年３月１日（日）
１３：３０～１５：３０
毎年恒例の桃の節句のイベント。女性だけの
華やかなステージと女性団体によるバザー
の出店やフラワーコンテストも同時開催。

イベントの日時や内容は変更になる場合がありますので，あらかじめご了承ください。

田中一村記念美術館

企画展等のお知らせ

１０月 〜 ３月
第１３回奄美を描く美術展

芸術文化講演（木下氏）

平成２６年１０月２６日（日）
平成２６年１２月２１日（日）

～１１月２３日（日）

鉛筆画によるモノクロームの世界で人
間の孤独や闇を描き続ける画家・木下
晋氏が自らの作品や制作の原点につい
て語る。

奄美の素晴らしい自然や文化，豊かな
人情などをテーマに絵画作品を全国か
ら募集し，入賞・入選者の作品約６０
点を展示。

小中図工・美術学習発表展（龍郷町）

奄美の作家展

平成２６年１１月３０日（日）

平成２７年１月２５日（日）

～１２月１４日（日）

～２月１５日（日）
奄美で創作活動に取り組み，島内外で
作品発表をしている複数の作家の大作
を紹介。様々な表現様式の 100 号サ
イズ，あるいは，それを超える大きさ
の作品を多数展示。

龍郷町立の各小・中学校，特別支援学
校の図画工作・美術科の学習で制作し
た作品を展示。

木下晋絵本原画展

人物画講座
平成２７年２月２１日（土）・

平成２６年１２月２１日（日）

２月２２日（日）

～平成２７年１月１２日（月・祝）
鉛筆を駆使してモノクロームの世界を創り
上げる木下晋氏。本展は，木下氏の絵本『は
じめての旅』『ハルばあちゃんの手』の原
画展。

絵画制作の基本的な知識や手順，技能を
学ぶために，専門家の指導を受けながら
人物画の制作を行う。

奄美パーク応援隊のご紹介
奄美パーク応援隊は，地域の方々によるボランティ
アグループとして平成１５年から活動しています。
奄美の魅力や田中一村について，皆さんで語り奄美
の楽しみ方をたくさんの人に伝えています。

・奄美パーク来園者に対し
て，奄美の歴史や文化，自
然，島の暮らし，観光のポイ
ントなどを紹介します。ま
た，田中一村記念美術館に
おける鑑賞のポイントを案
内します。

・奄 美 パ ー ク 来 園 者 に 対 し
て，機織り，三味線，太鼓，
ナ ン コ，ソ テ ツ 編 み な ど，
島に伝わる遊びやモノ作り
を 実 演 を 交 え て 披 露 し，島
の紹介をします。

・奄美パークの園地の植栽，
剪定等の作業をします。
・田中一村記念美術館の企
画展のサポートをします。

企画展の日時や内容は変更になる場合がありますので，あらかじめご了承ください。

奄美群島の自然

群島 TOPICS

世界自然遺産登録に向けて…。
奄美群島は，貴重な野生動植物が生息・生育する亜熱帯照葉樹林や美しいサンゴ礁に囲まれた海岸地域など，多様で豊
かな自然環境を有しており，鹿児島県は沖縄県と共に，奄美群島の世界自然遺産登録に向けた推進に取り組んでいます。
今号では，奄美群島の自然を改めて見つめなおすきっかけに，各市町村にある魅力ある自然や景観などを紹介します。
奄美群島は，鹿児島県本土から南西に点在する８つの島からなる自然豊かな島々です。大陸から切り離されたこの島々は，
大陸で既に絶滅されたとされる生物が残り，独自の進化をとげ，固有種となり生き残ってきました。そして，これらの生物
は亜熱帯の森や美しいサンゴ礁を住み処として生息していることから，世界遺産級の非常に重要な地域と評価されました。
２０１３年には，政府が「奄美・琉球」として，ユネスコの世界遺産暫定一覧表の記載を決定すると，同年１２月には
「奄美・琉球世界自然遺産候補地科学委員会」が設置され，具体的な区域として，奄美大島，徳之島，沖縄島北部，西表島
を登録候補地として選定しました。
■世界自然遺産とは？
1972 年 11 月にユネスコ総会で「世界の文化遺産および自然遺産の保護に関する条約（世界遺産条約）」が採択されました。日本は
1992 年に世界遺産条約を締結しています。（環境省より引用）現在，日本では，知床，白神山地，屋久島，小笠原諸島の４カ所が自然遺産
に登録されております。

奄美市

※紹介する市町村の順序は紙面の都合で順不同です。

大浜海浜公園
所

：

鹿児島県奄美市名瀬小宿大浜 701-1

アクセス

：

名瀬市街地から車で約 20 分

場

大浜海浜公園は名瀬市街地に近く，キャンプ場など各種施設が整備され，自
然景観にも恵まれた海水浴場。感動的なサンセットでも知られる。敷地内にあ
る「タラソ奄美の竜宮」は，温海水と海の資源によるタラソテラピーの施設。

金作原原生林
所

：

鹿児島県奄美市名瀬

アクセス

：

名瀬市街地から車で約 30 分

場

金作原原生林は奄美の中でも天然林が半分も残っていることで知られる。
イタジイ、イジュ等は樹齢 100 年を超すであろうといわれている。巨大な
ヒカゲヘゴを写しこんだ観光ポスターでも知られる。
（問い合わせ）奄美市役所 紬観光課 電話 0997-52-1111（内線：1432）

龍郷町

奄美自然観察の森
所

：

大島郡龍郷町円 1193 番地

アクセス

：

奄美空港から車で約 35 分

場

奄美自然観察の森では奄美の貴重な動植物が観察できる。時期により桜を
観たり，ホタル群飛，星の観察などもでき，眺望も最高。バードウォッチン
グのメッカ。森望館では標本類の展示もある。
（問い合わせ） 龍郷町役場 産業振興課 電話 0997-62-3111（内線：166）

奄美群島国定公園

大和村

宮古崎

所

：

大島郡大和村

アクセス

：

奄美空港から車で約 90 分

場

宮古崎は別名「ササントウ」とも呼ばれ，その岬一帯はリュウキュウチク
の草原となっており，このような景観は奄美大島ではここでしか見ることが
できない。冬場には，東シナ海を回遊するクジラを望む絶好のビューポイント。
（問い合わせ）大和村役場 総務企画課 電話 0997-57-2111（内線：137）

湯湾岳

宇検村

所

：

大島郡宇検村湯湾

アクセス

：

奄美空港から車で約 90 分

場

湯湾岳一帯は亜熱帯広葉樹の原生林で，奄美大島の固有な植物の宝庫となっ
ている。また，国の天然記念物に指定されているアマミノクロウサギ，ケナ
ガネズミなどの希少な動物もこの一帯に住んでおり，大自然のすごさを感じ
ることができる。
（問い合わせ）宇検村役場 総務企画課 電話 0997-67-2211

高知山展望台

瀬戸内町

所

：

大島郡瀬戸内町高知山

アクセス

：

奄美空港から車で約 120 分

場

高知山展望台からは複雑なリアス式海岸の大島海峡と，前方に浮かぶ加計
呂麻島を眺望。特に雲が少ない日は，一帯をオレンジに染める美しい夕日が
眺められる。
（問い合わせ）瀬戸内町役場 まちづくり観光課 電話 0997-72-1115（直通）

喜界町

ガジュマル巨木（手久津久集落）
所

：

大島郡喜界町大字手久津久 246 番地

アクセス

：

喜界空港から車で約 10 分

場

手久津久集落にあるガジュマル巨木は，高さ 17.7m，幹周り 16m，枝張
りの直径は 42m，樹齢は 100 年を越え，町の天然記念物に指定されている。
その姿は偉容を誇っており，多くの人を惹きつける。
（問い合わせ）喜界町役場 企画課 電話 0997-65-3683（直通）

与論町

百合ヶ浜
場

所

：

アクセス

：

大島郡与論町大金久海岸沖約 1.5 ㎞
与論空港から車で約 20 分で海岸，
そこからはグラスボートで約 10 分

サンゴ礁に囲まれたヨロン島には趣の異なる６０の砂浜があり，その中でも
最も神秘的で美しい「百合ヶ浜」は大潮の干潮時に姿を現す幻の白い砂浜。ゆっ
たりとした時間の流れのなかで、あなただけのヨロン島をみつけてみては。
（問い合わせ）与論町役場 商工観光課 電話 0997-97-4902（直通）

徳之島町

井之川岳
場

所 ：

アクセス ：

大島郡徳之島町井之川
母間登山道入り口から徒歩で約 150 分

徳之島の最高峰井之川岳（645ｍ）は，太平洋性亜熱帯気候特有の森が
広がり，希少な動植物が生息している。身近な自然として登山などが行われ，
地域の人々に親しまれている。山頂付近に到着してからの眺望は格別。
（問い合わせ）徳之島町役場 地域営業課 電話 0997-83-4111

天城町

陸の中の海ウンブキ
場
所 ：
アクセス ：

鹿児島県大島郡天城町浅間地内
徳之島子宝空港から徒歩で約５分

～地下にある汽水、アンキアライン環境の海底洞窟～
この鍾乳洞は方言でウンブキと呼ばれ、かつてサンゴ礁が地上に隆起して鍾乳
洞ができ、再び海に没した海底洞窟。およそ４００ｍ先で海につながり、干満の影
響で水位が変化する。海水と地下水（真水）が混じり合うアンキアライン洞窟で
す。発見例が少なく、和名もついていない魚やエビが生息している。海岸の岩場か
ら山地に分布する植物が同居しており、森を好む野鳥、アカヒゲも生息している。
（問い合わせ）天城町役場 商工水産観光課 電話 0997-85-3111（内線：223）

伊仙町

犬田布岬
場

大島郡伊仙町犬田布三崎 1642 番地

所 ：

徳之島子宝空港から車で約 30 分

アクセス ：

犬田布岬は国定公園に指定されており，自然の豊かさもさることながら，
雄大に広がるパノラマも見ることができる。海に目を向けると，夏にはウミ
ガメ，冬から春にかけてはザトウクジラの親子に出会えるかもしれない。
（問い合わせ）伊仙町役場 企画課 電話 0997-86-3111

和泊町

日本一のガジュマル
場

所 ：

アクセス ：

大島郡和泊町国頭 2904
沖永良部空港から車で約 10 分

国頭小学校の校庭に立つガジュマルは，枝振りは日本一と言われ，1898
年（明治 31 年）に第 1 期生が卒業記念に植樹したもの。和泊町の町木であり，
「新日本名木百選」に登録されている。沖永良部島の人気観光スポット。
（問い合わせ）和泊町役場 企画課 電話 0997-84-3512（内線：232）

知名町

昇竜洞
場

所 ： 大島郡知名町住吉字吉野平川 1520 番地

アクセス ：

沖永良部空港から車で約 30 分

昇竜洞は，東洋一とも称される知名町が誇る観光鍾乳洞。全長 3,500ｍの
大鍾乳洞のうち主洞の 600ｍを一般公開しており，大自然の造形は見る者を
幻想の世界へと導き，悠久の時の流れを感じさせる。
（問い合わせ）知名町役場 企画振興課 電話 0997-84-3162（内線：536）

わきゃステージ in パーク

出演者募集のご案内

個人や団体の方の成果発表の場，または各自のパフォーマンスの披露の場として，奄美パークのステージを無料で提
供する事業です。ぜひ，活用してください！！
１

個人・団体，ジャンル不問！！応募していただいた方皆様が主役です。
（児童生徒が学校の教育活動の一環として利用する場合や，児童生徒のみで利用する（教室等の出演を除く）場合は，学校長の
承諾が必要になります。）
会場使用料・音響機器等の使用料は無料です。ただし，奄美パークにない必要な道具については出演者自身で御準備ください。
広報については，ポスターやチラシを準備いただければ，奄美パークのイベントで通常配布する施設等へ配布いたします。

２
３

提出書類/「出演申込書」「誓約書」「出演承諾書（児童生徒の学校の教育活動の一環，教室等の出演を除く個人活動での出演の場合）」
注意点/入場料の徴収及び営利目的の販売等は認めません。公序良俗に反すると判断される行為はお断りします。
随時受付いたしますが，奄美パークのイベント実施日以外，開園時間内に限ります。まずは，電話で出演希望の旨をご連絡ください。
詳しくは奄美パークホームページ内，（http://www.amamipark.com/shinsei/shinsei.html)
申請・届出書の項目から実施要項などをご確認ください。お問い合わせはお気軽に下記までお願いします。

平成 26 年度の
ステージの様子を
一部ご紹介します。
4/27（日）隆柳勘大と社中の舞
日置幸男＆わらべんきゃ

6/22（日）汝きゃ我きゃ
島唄しょーろ

7/6（日）あやまる会・
鹿児島県教職員共助会

・このパスポートは,表の記名者に限り何回でもご利用できます。
・ご来館の際はこのパスポートを受付にご提示ください。
・このパスポートは常設展に限り有効です。
・このパスポートは表に記入してある期限に限り有効です。
・このパスポートの払い戻しはできません。
・このパスポートを他人に貸与,または譲渡することはできません。
・このパスポートを紛失された場合，受付にお申し出ください。

年間パスポートのご案内
ご 利用案内
No,

年間パスポート

様

大人・ 高大・ 小中
平成

年

月

年間パスポートは 1 度購入した
ら，1 年間有料ゾーンを何度で
も無料でご利用いただけます。

日ま で有効

〒894‑0504
鹿児島県奄美市笠利町節田1834
Tel 0997‑55‑2333 Fax 0997‑55‑2612

対
象
利用料金

小学生以上の共通観覧券

有効期間

購入日より１年間

大人
１，２４０円
高校生・大学生
８２０円
小学生・中学生
６２０円

申込は簡単！！申込用紙に記入するだけです。来園時にお声掛けください。
奄美パークでもっと楽しんでいただくために，年間パスポートをぜひご利用ください。
パスポートの裏に，ご来園ごとにケンムンシールを１枚ずつ貼ります。ケンムンシール
が６枚たまるとプレゼントの贈呈があります。

新規レストラン・売店がオープン！

施設観覧料のご案内
〈 〉内は団体（20名様以上）料金です。

区分

共通観覧料

奄美の郷

田中一村記念美術館

大 人

620〈490〉

310〈240〉

510〈400〉

410〈320〉

210〈160〉

360〈280〉

310〈240〉

150〈120〉

250〈200〉

無料

無料

無料

高校生
大学生
小学生
中学生
幼 児
（小学生未満）

奄美パーク内のテナントに
て，有限会社アドヴァンス
ランドが新たに出店。7/5
（土）にオープニングセレモ
ニーがありました。節田小
学校のアマンディー太鼓や
築地俊造さんの島唄でオー
プンを祝い，テープカット
が行われました。

（単位：円）

休園日

：毎月第 1・第３水曜日（祝日の場合は翌日）
（ただし，4 月 29 日～ 5 月 5 日，７月 21 日～８月 31 日，12 月 30 ～１月 3 日は開園）

開園時間：9:00 ～ 18:00（7・8 月は 9:00 ～ 19:00）
お土産店

レストラン

〒894-0504

鹿児島県奄美市笠利町節田 1834

【奄美パークホームページ】
http://www.amamipark.com/

【奄美の郷】
Tel.0997-55-2333
Fax.0997-55-2612
【田中一村記念美術館】
Tel.0997-55-2635
Fax.0997-55-2613

「ゆらん郷」

ミュージアムショップ・喫茶

「ゆらん郷」

営業時間

11:00 ～ 14:30

営業時間

「チェーロ」
営業時間

10:00 ～ 17:00

10:00 ～ 17:00

（ラストオーダー 14:00）

【お問い合わせ先】TEL・FAX

0997-63-0580

