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公益財団法人

屋久島環境文化財団

℡42-2911 Fax49-1018

～～～財団支援事業募集
財団支援事業募集のお知らせ～～～
～～～
（詳しくは屋久島環境文化財団
屋久島環境文化財団までお問合せください。℡0997-42-2911
2911）

屋久島環境文化財団では、下記の事業
事業について支援金を希望される団体・個人を
を募集します。
◇環境文化芸術活動支援
各集落に伝わる伝統芸能の保存会及
保存会及び島内で優れた芸術活動を行っている個人、
、団体、グループ等に支援を
行います。
支援金：７万円を限度とし 3 団体
◇地域づくり支援事業（地域活性化枠
地域活性化枠）
NPO 法人や、青年団などが、地域
地域づくり活動等を行う個人団体で、事業にかかる
にかかる財政的な支援を受けていな
いものに対して支援を行います。
支援金：支援対象経費の２／３以内
以内とし，５万円を上限とします。
◇屋久島新特産品開発支援事業
屋久島環境文化村構想に基づく環境文化村
環境文化村ブランドの確立を推進するため、島内
島内で商品の開発等に関する研
究や活動を行う、団体、グループ等に
に支援を行います。
支援金：支援対象経費の 10 万円を
を限度とします。
◇屋久島生物多様性保全研究活動奨励事業
屋久島生物多様性保全研究活動奨励事業
屋久島（口永良部島含む）において
において、生物多様性保全を図るため、調査・研究を
を行っている大学・団体等こ
れらに所属する個人が行う活動に要する
する経費に対し、助成を行います。
支援金：予算の範囲内において３０
３０万円を上限とします。
◇屋久島環境ボランティア活動支援事業
活動支援事業
屋久島で自然環境保全を目的に活動
活動する団体等に支援を行います。
支援金：支援対象経費の４／５以内
以内とし、5 万円を上限とします。
（4 団体）
出張研修センター

第１回屋久島自然･文化体験セミナー
屋久島感動めぐり

『土星と春の星座観測
星座観測』

『まるごと巡る!深緑の屋久島
屋久島』
開 催 日：平成２５年５月３日(金)～
～６日(月)
対
象：一般(高校生以上)
参 加 費 ：２４，８００円(３泊８食
食、保険料込み)
定
員 ：先着２０名
募集締切 ：平成２５年４月１９日(金
金) ※屋久島までの往復
※詳しくは研修センター(46-2900)まで
まで。 旅費は含みません

『まるごと屋久島研修究
究講座』
この春屋久島へ赴任された方を対象に
に「屋久島のみどこ
ろ」を 2 回に分けて紹介します。

里編

４／２０（土） 山編

9：00～16：30
参加費：1,500 円(昼食等)
島内一周、集落散策など
申込締切：4/17（水）

４
４／２７（土）

9：00
00～16：30
参加費：
：1,000 円(昼食等)
自然観察
申込締切
申込締切：4/２４（水）

※詳しくは研修センター(46-2900)まで。
。

休館日

大型望遠鏡・双眼鏡による
による土星や春の星座を観測します。

開催場所：永田小学校
開 催 日：平成２５年４
４月１３日(土) 19:00 開会
参 加 費 ：無料

～宮脇昭「いのちの
いのちの森づくり」講演会～
世界中に、4000 万本もの
もの木を植えられた宮脇昭先生(横
浜国立大学名誉教授)による
による講演会。そして霧島市より前
田終止市長、屋久島からは
からは柴鐵生氏を交えた三者対談！
なにげなかった屋久島が、
、これまで以上に美しく、愛お
しく、誇りに思えるでしょう
えるでしょう
期 日 平成 25 年 4 月 20 日（土）
時 間 15：00 開場(15：
：30 開演)～18：00
場 所 屋久島町総合センター
センター（安房）
入 場 無料 予約申込 不要
お問合せ先 子供達の未来を想う
う会
TEL 090-7968-8568 担当 日吉 E-ｍail sei-mei@live.jp
主催：子供達の未来を想う会、屋久島鎮守
屋久島鎮守の森を作る会
共催：屋久島町、毎日新聞社
後援：(公財)屋久島環境文化財団
屋久島環境文化財団、(有)生命の島

村センター
4／1(月)、8(月
月)、15（月）
、22(月)
研修センター 4／1(月)、8(月
月)、15（月）
、22(月)

5／7(火)、13(月)、20(
20(月) 、27(月)
5／7(火)、20(月)、27(
27(月)

～インストラクター便り～ 工藤 雄太

環境学習をサポートする研修センターインストラクターによるコーナーです
センターインストラクターによるコーナーです。

戦後衛生面の改善により、日本で普通
普通に生活していれば、カ以外の吸血昆虫（例えばヒトノミ・ヒトジラミ・
えばヒトノミ・ヒトジラミ・
ケジラミ）はほぼ見られなくなりました
られなくなりました。しかし近年、リバイバルヒットしている吸血昆虫
吸血昆虫がいます。それが
『トコジラミ』、別名ナンキンムシです
です。シラミという名が付いていますが、カメムシの
カメムシの仲間です。日中は家
具の隙間に潜み、夜の寝込みに血を吸
吸います。彼らは飛べませんが人の荷物に便乗して
して長い距離を移動できる
ため、航空券の格安化に伴い世界中の
の観光地で被害が増加しているそうです。
島外の簡易宿所を利用した朝、目を
を覚ますと一匹の虫が目の前を歩いています。そう
そう、トコジラミが私の腕
からチュウ～っと血を吸い「ごちそうさま
ごちそうさま！」と住処へ帰るところでした。日本では
では未だ珍しい昆虫で初見だ
ったこともあり、嬉しさと気持ち悪さのあまり
さのあまり飛び起きたのを覚えています。彼らに
らに便乗されぬよう帰る前に
殺虫剤を手荷物に噴きかけて一安心していました
していました。
しばらく経った頃、自宅で一匹を発見
発見！ なんと一緒に屋久島へ来ていたのです。
。調べ
たところ、よく使われる殺虫剤成分に
に耐性ができ、効かなくなっていていました。そこで
そこで
別成分の殺虫剤を使い、やっつけることができました
やっつけることができました。
今回は運よく駆除することができましたが
することができましたが一度増えると千～万単位の数になり、
、駆除
するには専門業者の手が必要です。また
また、ごく簡単に侵入を許してしまうため、国内外
国内外の
観光客が多く来島する屋久島では、今後注意
今後注意が必要だと思われます。刺されると腫れ
れ、と
ても痒いのでお気をつけください。

◇◇◇

財団の活動報告
活動報告

◇◇◇

○株式会社伊藤園様が世界自然遺産で
で
ある屋久島の環境保全活動のために「お
お
茶で鹿児島を美しく」キャンペーンを展
展
開され、関連商品の売り上げの一部を財
財
団へ寄付していただきました。
（3 月 22 日 県庁にて）
○「屋久島ワオンカード」を使って利用
利用
された利用料金の一部を、イオン九州
九州
(株)様、マックスバリュ九州(株)様が世
世
界遺産屋久島の環境保全活動のため、財
団へ寄付していただきました。
（3 月 23
日

イオンモール福津店にて）

福岡屋久島ファンクラブの方も
会場にかけつけてくれました

○3 月 23 日、村センターにおいて、根
根
建心具館長による、研究講座「種子島
種子島・

「屋久島ワオンカード
ワオンカード」について
「屋久島ワオンカード
ワオンカード」は、イオン株式会
社が発行し、全国のイオンまたは
のイオンまたは、提携店で
利用でき、通常のワオンカードと
のワオンカードと同様、お買
い物のたびにポイントがたまる
のたびにポイントがたまる電子マネーで
す。
全国どこでご利用
利用いただいても、ご利用金
額の一部が、イオン
イオン九州(株)、マックスバリ
ュ九州(株)より「公益
公益財団法人 屋久島環境
文化財団」に寄付され
され、世界自然遺産屋久島
の環境保全活動に活用
活用されます
現在、屋久島では
では屋久島環境文化村センタ
ーにおいて 1 枚 300 円で販売しています。
ぜひ、島外へ行かれる
かれる方、知人、友人への
お土産等にこの「屋久島
屋久島ワオンカード」をご
利用ください。
昨年度は多くの方
方のご協力をいただき、屋
久島ワオンカードでのご
ワオンカードでのご利用金額が約 16 億
円あり、財団に約 160 万円寄付していただき
ました。

屋久島・口永良部島～異質と同質～」を
を
開催しました。

トピックス
3 月 27 日、大型客船「ぱしふぃっくびーなす
ぱしふぃっくびーなす」が屋久島に寄港され、財団キャラク
キャラク
ターまるりんが港でお客さまをお出迎
出迎えしました。
「ぼくとの出会いが屋久島のいい記念
記念になってくれてたらいいな。
」とささやきながら
とささやきながら
記念撮影に大忙しのまるりんでした

トコジラミ
Cimex lectularius

