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協議会からのお知らせ
﹁ヤンバリュクイナ
︵ペア︶﹂

﹁オキナワ
イシカワガエル﹂

﹁改訂版生きもの図鑑﹂

﹁やんばる自然の
あしび手帳﹂

﹁やんばるネイチャー
ガイドマップ﹂

＠500円

好評につき、

﹁リュウキュウ
ヤマガメ﹂

︻協議会作成頒布物の紹介︼

【ストップロードキルマグネット（3種）＠400円】

＠200円

＠200円

◎頒布協力窓口を募集しています！
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も
「オキナワイシカワガエル」
復活しました！

ウフギー自然館
FB(フェイスブック)
ページ開設
しました！
「ウフギー自然館」の日々の
出来事のあれこれや、普及啓
発の取り組み、イベントの告
知や報告などをfacebookで
お伝えしています。
これまでのホームページ、
ブログ共々、どうぞよろしく
お願い致します。

やんばる自然体験活動協議会 ニュースレター

イタジイの森

2018年

夏号
Vol.38号

https://www.facebook.com/ufugiyambaru/

やんばるを訪れる方々へ、協議会の頒布物を紹介・頒布して頂けるやんばる3村内
の施設や団体、店舗を、随時募集しています。頒布物を通して、やんばるの魅力や保全・
保護の必要性を伝え、ルールやマナーについても知ってもらう為のツールの一つとし
てご活用ください。

今年度から
「やんばる自然体験活動協議会」
の体制が変わりました！！
やんばる自然体験活動協議会は、これまで構成団体と共にセンタースタッフ１名で運営して
きましたが、センター開館日に必ずセンタースタッフが常
駐できる事と、やんばる地域の環境教育体制の強化を図る
為、本年度からNPO法人国頭ツーリズム協会がスタッフ
の派遣とイベント等協議会事業の企画運営に関る事に
初めまして！
新スタッフの島袋江里奈です。
なりました。
現在34歳、
名護市生まれ。
センタースタッフはイベント等によって入れ替わる
名桜大学在学中から、やんばるで自然案
内の仕事に関わり、
とにかくやんばるが大好き
事もありますが、今年度フレッシュな顔ぶれで、皆さ
です。前職は『やんばる学びの森』のガイドで、縁
まをお出迎えしたいと思います！
あって国頭村安波へ嫁ぐ事に…！産休・育休を経
て、やんばる自然体験活動協議会へ配属となりまし
協議会では、センターを拠点としたイベントや
た。
毎日スタッフの皆さんから刺激を
グッズ頒布等の実施を通じたやんばる地域の自然資
受 け 、楽 し く 仕 事 を さ せ て も
らっています！
源・文化資源の普及啓発とともに、地域の自然体験活
少しでも貢献できるよう
動をきっかけとした環境教育推進のため、小中学校授
頑張ります。どうぞよろ
しくお願い致します。
業での自然体験活動の取り入れに関する相談や協力、
私は木・金・土の勤務
及び３村で実施している環境教育プログラムや、普及
なので、皆さんぜ
ひ遊びに来て
啓発の取り組みへの協力を行っています。
下さいね。
お問い合わせや相談などがありましたら、お気軽にウフ
ギー自然館までご連絡下さい。

清楚な花

花びらが散った
後の不思議な種

♫

ンバーの紹介
メ
新
♪

〜 編集後記 〜

授業や研修、クラブ活動等々、最近センターを訪れる地元の子ども達がとても多くなりました。保育園児から中学生、高校生まで、子ども
達はみんな生きものが大好き…！ なんの先入感もなく館内の生きものに歓声をあげ、興味を示してくれます。その姿に癒されると同時
に、周囲の大人の対応がとても大切だなと強く感じます。どんな生きものにも偏見なく、温かく見守る事のできる大人になりたいと（リュ
ウキュウアオヘビの）サダオくんと戯れる子ども達を見ていて思います。
（Nao）

やんばる自然体験活動協議会
----------------------------------------【構成団体】----------------------------------------

国頭村・大宜味村・東村・沖縄県環境部・環境省那覇自然環境事務所
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６号〜８号の立て続けの週末台風のあと、一気に暑さが増し夏に突入したよう
な沖縄です。海岸沿いでは、黄色いユウナの花やアダンの朱色の実が、青い空の色
に映え、より夏らしさを感じさせてくれます。
夏は、鮮やかで大きな花が目につきますが、今年は、どこでも見かける地味なツ
ル植物「リュウキュウボタンヅル」
（キンポウゲ科）が至る所で見事に花を咲かせて
います。日当たりのよい道路沿いの林縁や空き地、垣根など、樹木の上部に雪が降り積もった
ように淡い黄色の可愛らしい花が、ふわふわもこもこと密集して咲いているのをあちこちで
見かけます。センターでも、駐車場のロータリーにこれまで見た事もないほどのたく
さんの花が溢れるように咲いています。花びらが落ちた後の線香花火のような姿
も、とても可愛らしいものです。やがて実になり、それがはじけた後の様子は、更に
ふわふわもこもこの綿毛でいっぱいになります。それもまた楽しみ…♪。
２年前の夏には、県内の高校生がこのリュウキュウボタンヅルから新たな「泡
盛酵母」を発見！ 身近な植物にも、まだまだ未知の部分や秘められた力が多い
はず…。あなたの身の周りのふつーの植物たち、改めて見つめてみませんか…。
（
）
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森のお散歩観察会へのお誘い

毎月開催の自然観察会です。１年中緑豊かなやんばるの森も、毎月
ゆっくり歩いてみると季節ごとに違った生き物たちと出会えます。
意外に知らない、身近なやんばるの森の仲間達に会いに、みんなでお
散歩に行きませんか？（案内人、上開地アクティブレンジャーより）
５月の森。葉を食べたイモム
シのぽろぽろウンチ。
よく見ると綺麗に筋が入って
いてまるで芸術作品！？

３月の森の新緑。ハクサンボクの白い花も咲いていました。
４月の森。毒がありそうで実は大丈
夫なマイマイガの毛虫。
手のひらに乗せてドキドキ…！
６月の森。イタジイの木でキノボリ
トカゲがお散歩中。その枝には来年
のどんぐりがいっぱい！

教職員研修「やんばる学のすすめ」〜環境教育はいろんな教科からつながる〜
6/7（木）ウフギー自然館で、国頭村小中学校職員の皆さん約70名が参加し研修会が行われました。
今年4月に赴任した小野自然保護官と、新採用の佐藤アクティブレンジャーを中心に進行。
「環境」とは、
「教育」
とは、のと言う問いかけから始まり「やんばるを○○的に考える」のテーマの元、グループ毎に指定された教科で
「自然を盛り込んだプログラム」をどのように作るか…。ワイワイガヤガヤ、題材探しに積極的にセンター周辺を
散策し、熱心にプログラムを練る先生方の姿がとても印象的でした。各グループの練り上げたプログラムはそれ
ぞれがとても興味深く、すぐにでも実践してみたい面白い内容ばかりでした。
今回の研修で「どのような教科からでも環境教育に結び付けることができるということを実感できました」と
いう感想も多く聞かれ、お互いに手応えを感じる充実した
研修会となりました。

ウフギー自然館

夏のイベント案内

ウフギー自然館では、この夏も子どもも大人も楽しめる・学べるイベントを企画しました♪
館内での展示会や、申し込みの必要なイベントなど各種ありますので、下記をご確認のうえ、
親子でお友達同士で、どうぞお気軽にご参加ください。

（◎の会場はウフギー自然館、◇は野外や他の施設）

やんばる写真展2018
作品募集
※締め切り９/３（月）

今回で９回目となる「やんばる写真展」。やんば
る３村内で撮影された写真なら、どなたでも３枚
まで応募できます。
展示会での一般来館者による投票で、今年の入
賞作品が決まります。ちびっ子から大人の方まで、
気軽にお気に入りの
「やんばるの一枚」をご応募下さい。あなたの作
品が、やんばるの魅力を伝えます…♪

お散歩観察会

８/19（日）、9/16（日）

る生き
ば
ん
や

（ウフギー自然館集合）
（現地解散）
８:３０
〜１１:３０
場所：大国林道長尾橋周辺/定員：２５名（要申込み）、
保険料：１００円

ホルストガエルの旅立ち

やんばるで夏のカエルといえば、
なんといってもホルストガエ
ル で
しょう。
夜の林道を歩けば、
谷間から｢ウォン｣とか｢ワン｣という野太い鳴き
声が聞こ
えます。
この声の持ち主がホルストガエルです。
とてもカエルの声とは言いがたいですが、
ただ今産卵期間真っ最中、
オ
スがメスを呼んでいる声です。
一般にホルストガエルの繁殖期は、
６〜９月と言われています。
でも一年間を通して、
カエル達の産卵を観察した記録
はありません。
色んな人たちが、
ホルストガエルの卵を見つけた時期を集めてみたら、
この期間になったという事のよ
うです。
この時期はまた、
ホルストガエルのオタマが上陸をする季節でもあります。
ある日の夜間調査で、
浅い淵の岸で
石に前足をかけているホルストガエルのオタマを見つけました。
前足も後足もそろい、
上陸準備の整った個体でした。
しばらく見ていると、
ピョンピョンとふた跳ね、
三跳ねして石の上にあがっ
てしまいました。
まさに子ガエルの上陸の瞬間に立ち会ったのです。
その後
は石の上にじっとしているばかりです。
調査を終えて再び訪れた時には、
子
ガエルはいなくなっていました。
ホルストガエルを始め、
やんばるのカエル達の生態は分かっているようで分
からない事だらけです。
生まれた卵は何日で孵化し、
オタマジャクシは何日
（あるいは何年）
で上陸する
（子ガエルになる）
のか、
親になってから何年生き
るのか等々。
これらのひとつでも明らかにしていけたらと、
そしてあの夜旅立ったホルス
トガエルの無事を祈りながら、
今晩もやんばるの川に通っています。
（宜野湾市立博物館 千木良芳範)

７/２１（土）〜８/31（金）

折り紙で作られた
リアルな生きもの達
…！
切り込みを一切行
わない驚愕のオリジ
ナ ル 折 り 紙 を 、ぜ ひ
目の前でご覧くださ
い。

2 年前の作品展の様子

やんばるの季節の変化を楽しみましょう♪

寄 稿 のコラム
も

渡邊慧(ﾜﾀﾅﾍﾞｹｲ)
生きもの折り紙展

アクティブレンジャーの
解剖教室
８/１３（月）９時半〜４時
要申込み
定員：一般の方１５名まで
（小学生は親子で）

毎月恒例の上開地広美アクティブレジャーが案
内する観察会。
定期的に同じ時間、同じ場所の生きものや植物
などを観察する事で、季節の変化を感じることが
できます！
この夏、一緒に朝のお散歩楽しみませんか？

解剖体験を通して、生きものの体の仕組みや生
態について詳しく解説してもらいます。動かなく
なった体（死体）が教えてくれる命の不思議…。夏
休みの宿題にもおすすめ！
長い時間になりますが、興味ある君はぜひ参加

ウミガメゆんたく会

クイナ祭り出前
ワークショップ

８/20（月）２時〜３時
事前申し込み不要
夏はウミガメの産卵の季節…。やんばるで
産卵するウミガメの現状について、日本ウミ
ガメ協会の嘉陽宗幸さんとの気軽なおしゃべ
りを通して教えてもらいます。
当日は、カメ作り体験（陶芸）
「カメニュケー
ション」出張ブースもあります。

９月２２日（土）クイナ祭り会場

学びの森周辺で行われる「安波ダムクイナ
祭り」会場で、楽しいワークショップを予定し
ています。お楽しみに〜♪

