
日本で対馬以外に生息するシベリアイタチは外来種

となります！西日本に生息しているのは、朝鮮半

島から持ち込まれたチョウセンイタチだと考

えられています。

　寒いですね。ヤマネコ
やテンは、フワフワの毛
で包まれていて、うらや
ましいです。
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１.どうしてヤマネココーナーを
　　　 始めようと思われたのですか？

　お客さんからヤマネコについて聞かれるので
やるようになりました。以前は対馬の行事など
を載せていたのですが、ヤマネコについて掲示
し始めて10年くらいになります。ここは、対馬
の玄関口。生態などの詳しいことは話せません
が、ヤマネコのインフォメーションセンターと
して、お客さんにヤマネコの話をしています。

ゆうげんがいしゃ　　　　 よしなが

２.お客さんの反応はいかがですか？

　お客さんは日本人がほとんどで、島外から来た方の対馬のイメージは皆さ
んヤマネコ。８割ぐらいの方は関心を持ってくださいます。女性の方は「か
わいい」とおっしゃっています。

対馬にいる生き物をご紹介します！

学名：Mustela sibirica　
シベリアイタチ第６回

今回の対馬のあの人この人は…

４

 今年もヤマネコセンターに全国から５名の学生が実
習に来てくれました。実習生がツシマヤマネコ応援
団の方と掃除してくれたカル
バートでヤマネコが使ってい
る写真が撮れました♪
成果が目に見えるって
いいですね！　　　　　　

今日の一枚　　「カルバートについて」　by 普及啓発担当 小宮編集後記

　対馬には、日本で唯一、シベリアイタチが自然分布し、ツシマヤマネコと同じく

大陸と共通の動物です。対馬に生息するイタチはこれまで亜種チョウセンイタ

チとされてきましたが、朝鮮半島や台湾に生息する亜種チョウセンイタチとは

遺伝的に異なっており、シベリア内陸に生息する集団と近縁であることが分かっ

てきました。最近では、生息数が減ってきていると言われています。

2018

② ツシマテン

冬になると頭の毛が白くなることから、対馬では「わたぼうしかぶり」と

呼ばれています。夏と冬の毛色の違いを観察してみてね！

吉永レンタカー
職員の皆さん

住所：美津島町鶏知乙306　ＴＥＬ：0920-54-4111

【開館時間】10時～16時30分（入館は16時まで）
【休館日】月曜日（月曜日が祝祭日の場合は開館、翌日火曜日に休館）、年末年始（12月29日～１月3日）

【12月】17、25、29、30、31日 【1月】1、2、3、7、15、21、28日 【2月】4、12、18、25日 【3月】4、11、18、25日は休館日です。

開館時間と休館日のお知らせ

2018年12月15日　対馬野生生物保護センター
季刊誌82号 〒817-1603 対馬市上県町佐護棹崎公園内
TEL:0920-84-5577　FAX:0920-84-5578
E-mail:twcc2011＠yahoo.co.jp
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有限会社 吉永レンタカー

ヤマネココーナーは
お店に入ってすぐ左にあります！

ヤマネコについてよくわからないとおっしゃりつつも、
掲示物にはヤマネコ愛があふれていました。
ありがとうございました。

夏
の
姿

冬
の
姿

　

【とよたまパールドーム】　平成30年12月7日（金）～25日（火）

【上対馬総合センター】  　平成31年1月10日（木）～23日（水）

ドライバーの皆様へ
秋～冬は毎年ヤマネコの交通事故が多く発生しています。

ヤマネコが行動する夜間や早朝の運転には特に注意をお願いいたします。

ツシマヤマネコ交通安全ポスター展

過去最多２８８作品

小中学生の部　最優秀賞　
　　　　　　　　東小学校　　原口桂衣さん

一般の部　最優秀賞
　　　対馬高等学校　山下夏海さん

　｢ツシマヤマネコ交通安全ポスター展｣とは、ヤマネコの減少要因の1つとして考え

られている交通事故について注意を呼びかけるポスターを毎年夏休みに募集し、ご応

募いただいたすべての作品を以下の会場で順番に展示します。　　

　　　　　　　　　　　　ぜひ会場に足を運んでみませんか？

３.ツシマヤマネコをどう思っていますか？

　以前資料館にあった剥製やヤマネコセンターの福馬しか見たことがなく、
よくわかりません。佐護の方が昔は鶏小屋を襲われて大変だったと聞きます
が、下島の方々は身近でない分、関心は少ないと思います。

たくさんのご応募、
　　　　ありがとうございました。



キム・ファンさんの紙芝居

対馬の人から｢わたぼうしかぶり｣という愛称で親しまれている生き物はどれでしょう？
① ツシマカブリモドキ　② ツシマギボウシ　③ ツシマテン

答えはウラ(４ページ)をみてね！⇒

とらやままつり　カワウソ講演会

センター用語 生き物クイズ

２ ３

　10月8日に佐護小中学校の体育館で「とらやままつり」を開催しました。プ

ログラムの一つとして、佐々木浩教授(筑紫女学園大学)を講師にお招きしカ

ワウソについて講演会を行いました。その他、野生動物写真家の川口誠さん

による写真展や対馬市民吹奏楽団の演奏、ヤマネコのお面作り、交通安全の

お守り作り、佐世保高専に協力していただ

きロボット操作体験やドローン飛行観覧、ヤ

マネコになりきって行うミニミニ運動会な

どのブースを行い、沢山の方が遊びに来て

くれました！ご来場いただきありがとうご

ざいました。

職員日誌　　佐須奈小中学校運動会＆田んぼの楽校「稲刈り体験」

　９月１５日に、とよたまパールドームでわんにゃんフェスティ

バルがありました。例年の動物愛護絵画表彰式やスタンプラ

リーに加え、ふれあい動物園・乗馬体験・ドッグショーなど、実際

に動物と間近でふれあえる機会が盛りだくさんで、今年も大

勢の方にお越し頂きました。

　このイベントに参加してくださった皆さん、犬や猫の飼い方

のルールを覚えてくれましたか？？正しいルールを守って、

ペットにもご近所の方にも配慮した飼い方をお願いします。

　今年度はヤマネコの死亡交通事故が8月17日、11月5日、14日に発生してしまいました（11月15日時点）。

秋から冬はヤマネコの行動範囲が広がり事故も多くなります。特にヤマネコが活動する夜間はスピードを

出しすぎないようにお願いします。

 9月4日には大正大学の学生とヤマネコ

応援団の皆さんと一緒に、峰町志多賀で

カルバート内部にネコ走り設置作業を行

いました。ネコ走りを設置すると雨天時

でもカルバート内をヤマネコが通れるよ

うになり、危険な道路を横断しなくてす

みます。Ｕ字溝を上下逆さにして床面に

固定し、この上をヤマネコが通ります。ヤマネコが利用しているかを現在自動撮影カメラで調査中です。

　前回の2010年代前半の全島的調査｢第四次調査｣では、ヤマネコの生息数は70または100

頭と推定されました。今回は今年度から調査を開始し、2010年代後半の推定生息数を算出し

ます。算出した結果は次年度から再来年度にかけて発表します。調査等で調査員が山へ立ち

入る機会が多くなり、ご迷惑をおかけしますが、予めご了承ください。

わんにゃんフェスティバル2018

厳原事務室　自然保護官

永野　雄大
ながの　　ゆうた

下島だより　ツマアカスズメバチの根絶に向けた取り組み

　ツマアカスズメバチの根絶に向けた新しい取り組みとして、化学的防除手法の開発

を行っています。この方法は、ハチの巣の中の幼虫の成長を止めることでその駆除を

　　　　　　　　　　　　図るものですが、まだその手法は確立されていません。

　　　　　　　　　　　　　今年は、薬剤を混ぜた餌を働きバチに持ち帰らせたり、

　　　　　　　　　　　　生け捕りした働きバチに薬剤を持ち帰らせたりして、その

　　　　　　　　　　　　効果を検証しています。在来バチへの影響を抑えながらこ

　　　　　　　　　　　　の手法を確立できれば、将来的には対馬島内のツマアカス

　　　　　　　　　　　　ズメバチの根絶を目指したいと思っています。

外来種であるツマアカスズメバチの巣を発見された場合は、

下記問合せ先へご連絡をお願いいたします。

○対馬市観光交流商工部 文化交流・自然共生課  TEL：０９２０-５３-６１１１　

○環境省 対馬自然保護官事務所 厳原事務室     TEL：０９２０-５７-０１０１

ツマアカスズメバチ

体は黒っぽく足先が黄色い

ヤマネコの生息数を調べる「第五次調査」開始！！

交通事故発生情報＆大正大学との交通事故対策を行いました。

ヤマネコの赤ちゃん　名前決定!!　in 福岡市動物園

カルバート：道路などの地下に通している水路のこと。暗渠ともいう。

外
来
種

ゆり(メス)　　　あおば(オス)

１年間の活動を通して、田んぼはヤマネ

コをはじめとした多くの生き物の命も支

えていることを実感できましたね！

ヤマネコ教室受け入れ状況
６月

カワウソ講演会

対馬野生生物保護センター
普及啓発担当

堺　真由子
さかい　   　まゆこ

比田勝小学校(4年生)　
豊玉小学校(5年生)　　

浅海中学校(1年生)　　
厳原小学校(3年生)　　
　

学童保育ひまわり　  
学童保育けいめい
浅海中学校(有志)

厳原北小学校(5年生)　
比田勝小学校(4年生)
　

西小学校(5・6年生) 　 
豊玉小学校(5年生)

鶏知中学校(1年生)
豊玉高等学校(全学年)
東小学校(3年生)　　
  　　　　　　　　　ありがとうございました。

対馬野生生物保護センター

つばき

田んぼの楽校　稲刈り体験運動会 つばきちゃん大活躍！！

あい・らぶ・ツッシー

みんなと一緒にやまねこ

ダンスを踊りました♪

職場対抗リレー　

みんなが応援してくれたお

かげで走り切れました！

　今年福岡市動物園で生まれた双子のヤマネコ達の名前が決まり

ました！メスは、対馬にのみ自生する植物「オウゴンオニユリ」にち

なんで「ゆり(写真左)」。オスは、誕生日が『みどりの日』で、その由

来である『自然に親しむ』や『緑』にちなみ、新緑の季節のみずみず

しい葉の意を込め、「あおば(写真右)」になりました。素敵な名前で

すね！

写真提供：福岡市動物園

ドッグショーの様子

お疲れ様でした！ ネコ走り　完成！！

新しいトラップを開発中

８月

７月

９月

１０月

ミニミニ運動会

ドローン飛
行

ヤマネコのお面作り

１１月

ヤマネコ教室のご依頼、お問い合わせは
ヤマネコセンターまでお願いします。
【普及啓発担当】　小宮、堺、武田

工作

毛皮を触ってみよう

糞分析体験

[学校,学童で申込のみ記載]

あんきょ
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島から持ち込まれたチョウセンイタチだと考

えられています。

　寒いですね。ヤマネコ
やテンは、フワフワの毛
で包まれていて、うらや
ましいです。

No
82

冬
号

　生き物クイズの答え

Ｎｏ.１９　　有限会社　吉永レンタカー

※リサイクル適正の表示：紙へリサイクル可　この印刷物は、グリーン購入法に基づく基本方針における「印刷」に係る判断の基準に従い、印刷用の紙へのリサイクルに適した材料［Aランク］のみ用いています。

１.どうしてヤマネココーナーを
　　　 始めようと思われたのですか？

　お客さんからヤマネコについて聞かれるので
やるようになりました。以前は対馬の行事など
を載せていたのですが、ヤマネコについて掲示
し始めて10年くらいになります。ここは、対馬
の玄関口。生態などの詳しいことは話せません
が、ヤマネコのインフォメーションセンターと
して、お客さんにヤマネコの話をしています。

ゆうげんがいしゃ　　　　 よしなが

２.お客さんの反応はいかがですか？

　お客さんは日本人がほとんどで、島外から来た方の対馬のイメージは皆さ
んヤマネコ。８割ぐらいの方は関心を持ってくださいます。女性の方は「か
わいい」とおっしゃっています。

対馬にいる生き物をご紹介します！

学名：Mustela sibirica　
シベリアイタチ第６回

今回の対馬のあの人この人は…

４

 今年もヤマネコセンターに全国から５名の学生が実
習に来てくれました。実習生がツシマヤマネコ応援
団の方と掃除してくれたカル
バートでヤマネコが使ってい
る写真が撮れました♪
成果が目に見えるって
いいですね！　　　　　　

今日の一枚　　「カルバートについて」　by 普及啓発担当 小宮編集後記

　対馬には、日本で唯一、シベリアイタチが自然分布し、ツシマヤマネコと同じく

大陸と共通の動物です。対馬に生息するイタチはこれまで亜種チョウセンイタ

チとされてきましたが、朝鮮半島や台湾に生息する亜種チョウセンイタチとは

遺伝的に異なっており、シベリア内陸に生息する集団と近縁であることが分かっ

てきました。最近では、生息数が減ってきていると言われています。

2018

② ツシマテン

冬になると頭の毛が白くなることから、対馬では「わたぼうしかぶり」と

呼ばれています。夏と冬の毛色の違いを観察してみてね！

吉永レンタカー
職員の皆さん

住所：美津島町鶏知乙306　ＴＥＬ：0920-54-4111

【開館時間】10時～16時30分（入館は16時まで）
【休館日】月曜日（月曜日が祝祭日の場合は開館、翌日火曜日に休館）、年末年始（12月29日～１月3日）

【12月】17、25、29、30、31日 【1月】1、2、3、7、15、21、28日 【2月】4、12、18、25日 【3月】4、11、18、25日は休館日です。

開館時間と休館日のお知らせ

2018年12月15日　対馬野生生物保護センター
季刊誌82号 〒817-1603 対馬市上県町佐護棹崎公園内
TEL:0920-84-5577　FAX:0920-84-5578
E-mail:twcc2011＠yahoo.co.jp

2018　冬号
No.82

１

有限会社 吉永レンタカー

ヤマネココーナーは
お店に入ってすぐ左にあります！

ヤマネコについてよくわからないとおっしゃりつつも、
掲示物にはヤマネコ愛があふれていました。
ありがとうございました。

夏
の
姿

冬
の
姿

　

【とよたまパールドーム】　平成30年12月7日（金）～25日（火）

【上対馬総合センター】  　平成31年1月10日（木）～23日（水）

ドライバーの皆様へ
秋～冬は毎年ヤマネコの交通事故が多く発生しています。

ヤマネコが行動する夜間や早朝の運転には特に注意をお願いいたします。

ツシマヤマネコ交通安全ポスター展

過去最多２８８作品

小中学生の部　最優秀賞　
　　　　　　　　東小学校　　原口桂衣さん

一般の部　最優秀賞
　　　対馬高等学校　山下夏海さん

　｢ツシマヤマネコ交通安全ポスター展｣とは、ヤマネコの減少要因の1つとして考え

られている交通事故について注意を呼びかけるポスターを毎年夏休みに募集し、ご応

募いただいたすべての作品を以下の会場で順番に展示します。　　

　　　　　　　　　　　　ぜひ会場に足を運んでみませんか？

３.ツシマヤマネコをどう思っていますか？

　以前資料館にあった剥製やヤマネコセンターの福馬しか見たことがなく、
よくわかりません。佐護の方が昔は鶏小屋を襲われて大変だったと聞きます
が、下島の方々は身近でない分、関心は少ないと思います。

たくさんのご応募、
　　　　ありがとうございました。


