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70 歳以上の鹿児島県民の皆さんは
観覧料が無料となります。

電話 0997-42-2911

＊三館合同スタンプラリー、小杉谷集落
写真展、継続しています！

小・中・高校生（18 歳以下）の鹿
児島県民の皆さんは土・日・祝日の
観覧料が無料となります。

＊特別展示企画「屋久島の里を知ろう
（安房編）」が開催されています。

お待ちして
います!!

ご利用の際は、年齢と住所を確認できる書類をご提示ください。
※新型コロナウィルス感染症感染予防・拡大防止のため、利用の際は、マスク着用等の
感染予防の取組にご協力くださるようお願いいたします。

令和３年度人材養成事業
・・・。皆さんのご参加をお待ちしています。
野外活動指導者養成セミナーin
屋久島
○日
時：令和 2 年 11 月 15 日（日）9:00～12:00
NEAL リーダー、キャンプインストラクターの 2 つ
○集合場所：屋久島町営農支援センター(麦生 ぽん
の資格を効率よく取得する講座です。『「自然と人」
たん館裏)
を「人と人」をつなぐコミュニケーション力』、
『キャ
○活動場所：原地区・小島地区
ンプに役立つ生活技術』、『環境教育の考え方と「生
○対
象：小学生以上(小学 4 年生以下は，
きる力」を育てる教育』を学び合いませんか？
員：15 名程度(先着順)
開 催 日：令和３年６月 10 日（木）～13 日（日）
○申込方法：①氏名 ②住所 ③年齢 ④電話番号を明
参 加 費：17,000 円（宿泊・食費・保険料等）
示し、電話、ＦＡＸ、メールのいずれか
※受講料の他に別途テキスト代と資格登録料がかかります。
で 10 月 29 日（木）までに, 下記の問
定
員：先着 15 名
※締切 ５月 27 日（木）
合せ先までお申し込みください。
問 合 先：屋久島環境文化研修センター
○参加申込・問合わせ先：環境省屋久島自然保護官事
TEL 0997-46-2900（担当：福元）
務所

『鹿児島県民の日』 7 月 14 日（水）は
村センター観覧料が無料となります。
鹿児島県民の日とは？
＊明治 150 年を記念し、平成 30 年 12 月に制定し
ました。鹿児島県が誕生した明治 4 年の廃藩置県
布告日が７月 14 日であったことに由来します。
○日
時：令和 2 年 11 月 15 日（日）9:00～12:00
＊県民が、郷土の歴史や文化を見つめ直し、郷土
○集合場所：屋久島町営農支援センター(麦生 ぽん
に対する理解と関心を深め、ふるさとを愛する心
たん館裏)
を育むことにより、自信と誇りを持って、より豊
○活動場所：原地区・小島地区
かな鹿児島県を築き上げることを期する日です。
○対
象：小学生以上(小学 4 年生以下は，保護

是非この機会にご来館ください!!
○参 加 料：1 名 200 円

特別展示企画

「屋久島の里を知ろう（安房編）」
屋久島の里の魅力を知ってもらうため、各集落
の文化や行事、史跡等の展示を行います。
今回は安房集落編です。この機会にぜひお越し
ください。
期 間：令和３年５月１日（土）～30 日（日）
場 所：屋久島環境文化村センター交流ホール
時 間：9:00～17:00
入場料：無料

◇🔶財団の活動報告🔶◇

まるごと屋久島研修講座～里編
当日は朝からとても強い雨に見舞われ、中止を考
える程でしたが、次第に雨が止み午後には晴天にな
りました。「雨の屋久島」
と「晴れの屋久島」、
同じ風景でも天気によっ
て顔が変わる屋久島特有
の魅力を感じられました。
※まるごと屋久島研修講座～森編～〈4 月 24 日〉、
星空観察会 in 宮浦小〈4 月 30 日〉は、中止となり
ました。

インストラクターだより

『“フィトンチッド”ってご存知ですか？』
インストラクター 小泉 沙織（りんちゃん）

森の中に入ると、普段感じることのない香りに、心がほっと癒されることはありませんか？
森には言葉では言い表すことのできない香りが多く存在していますが、それぞれ正体が明らかになっていま
す。そのうちのひとつに“フィトンチッド(phytoncide)”があります。フィトンチッドとは、樹木が出す香
りのことで、樹木が害虫などの外敵から身を守るために放出する殺菌作用のある物質の総称です。その物質
には、ヒトの副交感神経を刺激し、疲労回復やストレスの解消をもたらすこと、消臭・殺菌効果や森の自浄作
用などさまざまな効果があるとされています。
「1 ヵ月に 35 日雨が降る」と描写されるほど雨の多い屋久島にも、最も雨
の多い梅雨の時期がだんだんと近づいてきました。雨の日は空も空気も暗く、
気持ちもどんよりしてしまいがちです。そんな時は、お家でのんびり過ごすの
もオススメですが、梅雨の晴れた日には、ぜひ森や山へフィトンチッドに触れ
に行ってみてはいかがでしょうか。心もカラダもリフレッシュされるかもしれ
ません。

＊

＊

＊令和３年度屋久島環境文化財団新任職員紹介＊

うち だ

ひろのぶ

いわかわ

内田 大信
事業課長
この度の人事異
動により、町から
事業課長として着
任することとなりました。
当財団には 2 度目の着任で、前
回は研修センター勤務でしたが、
今般の異動では村センター勤務と
なります。
両施設を経験できる貴重なチャ
ンスを得ましたので、財団のこれ
までをふりかえり、また、これから
のことを私なりに考えていけたら
と思います。どうぞよろしくお願
いいたします。

ようすけ

岩川 陽祐
研修課 主査
この度、屋久
島町から研修で
参りました。前職
では尾之間出張所で窓口業務に携
わっていました。
生まれも育ちも屋久島ですが、着
任してから、いかに自分が屋久島の
ことを知らないか、思い知らされまし
た。
研修センターで屋久島のことを知
り尽くして、少しでも多くのことを皆
様にお伝えしていけるよう努力して
参りますので、どうぞよろしくお願い
します。

『屋久島の昆虫ガイド』改訂版発行!
令和 3 年 3 月改訂 第 2 改
オリジナルグッズに追加!!訂版

B6 版／118 ページ／179 種
観察や採取の方法につ
いて説明。屋久島に棲む
昆虫の紹介の他、むし歳
時記やコラムなどを掲載
し、昆虫をより身近に感じ
ていただけるガイドブックと
なっています。
※村ｾﾝﾀｰ、研修ｾﾝﾀｰ、HP で購入できます。価格 880 円

＊

＊

こまつ

じゅんや

小松 純哉
研修課
インストラクター
大阪府堺市から
やってきました。
二年前まで屋久島
に住んでいましたが、屋久島の大自
然が恋しくて帰島してきました。
これからは自分が屋久島の魅力
を感じるだけでなく、島内外の方々
にも届けられるよう全力で行動して
いきたいと思います。
人と話すことが好きですので顔を
見かけたら是非お声掛けください、
これからよろしくお願いいたします。

『屋久島の歴史ガイド』作成しました。
令和 3 年 3 月
屋久島里めぐり推進協議
会発行
B6 版／121 ページ
屋久島の歴史や史跡を
まとめたガイドブックで
す。このガイドブックを持
って里地を巡り、屋久島
の歴史に思いを馳せては
いかがでしょうか。
※現在はファンクラブの特典のみの取扱いです
が、夏ごろから販売を行う予定です。

【5 月・6 月の休館日】
〇村センター 5/10（月）
・5/17（月）
・5/24（月）
・5/31（月）
・6/7（月）・6/14（月）・6/21（月）
・6/28（月）
〇研修センター5/10（月）
・5/17（月）
・5/24（月）
・5/31（月）
・6/7（月）・6/14（月）・6/21（月）
・6/28（月）

