
夏

冬

渡りの
　ルート

　秋は新米、しいたけ、サツ
マイモ、柿、と…対馬には美
味しいものたくさんあって、
　　　　　ついつい食べ
　　　　　過ぎてしまいま
　　　　　すね♪

No
85

秋
号

　生き物クイズの答え

Ｎｏ.２２　　もやいの会  佐須奈

※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。

もやいの会の結成のきっかけはなんですか？

　過疎化で寂れていく佐須奈の町を、自分たちでどうに
かしたい！という思いで結成しました。

大切にしていることは何ですか？

　私たちのモットーは、「明るく楽しく一日一善」で
す。みんなで一日一善の輪が広がれば、人と人が｢もやい
結び｣のように強くつながると思っています。

今回の対馬のあの人この人は…

４

 2018年12月からヤマネコセンターでは黄金色の対馬に
自生するオニユリである「オウゴンオニユリ」の球根を
植えてみました。毎日水をあげて、成長を見守りました。
7月には綺麗な花を咲かせてくれましたよ。来年にはも
っと綺麗に咲かせられるように頑張ります。
是非見に来て下さいね。

「オウゴンオニユリの栽培に挑戦！」by ビジターセンタ― 阿比留編集後記

2019

【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）

【9月】17、24日、30日 【10月】7、15、21、28日 【11月】5、11、18、25日 【12月】2、9、16、23、29、30、31日は休館日です。

開館時間と休館日のお知らせ

2019年9月15日　対馬野生生物保護センター
季刊誌85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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１

対馬にいる生き物をご紹介します！

学名：

アカハラダカ
 　

どのような活動をしていますか？

　結成のきっかけになった桜並木の管理や、エゴマの栽
培、ツシマウラボシシジミの保護活動、その他にも、お
声かけいただいた事にはできることから参加しています

対馬には５種類のホタルが生息しています。

それぞれ光が違ったり、特徴があるので調べてみよう♪

かい　　　　  さ    す    な

仔ヤマネコとの交通事故、相次ぐ…

オウゴンオニユリ

7月11日 22時半頃発見
三宇田浜付近にて

　７月１１日２２時半頃、上対馬町泉～三宇田海水浴
場に向かう市道上にて、今年度１件目となる交通
事故が発生しました。また、８月５日２１時頃、佐賀～
志多賀に向かう県道３９号線上でも交通事故が発
生し、どちらも今年生まれの仔ヤマネコ(メス)が
死んでいました。8月14日23時40分頃、上対馬町
河内の国道382号線上にて、交通事故が発生しま
した。このヤマネコは乳頭の状態から子育て中の
母ヤマネコであると思われました。

　１件目の事故は、無事故で２２２日を迎えていた日でし
た。地域住民の皆様から「２００日突破したね。」や「ニャン
ニャンニャン（２２２日）達成だね。」などと声をかけていた
だき、大変嬉しかったです。皆様のヤマネコに対する関
心の高さは、職員一同の励みになっています。

　ヤマネコセンターでは、皆様から頂いた情報をもとに、事故
注意喚起の看板設置や、交通安全キャンペーンなどの啓発活動
を行い、少しでもヤマネコの交通事故を減らせるよう取り組ん
でいます。ヤマネコを見かけた場合はヤマネコセンター
(0920-84-5577)へご連絡下さい。引き続き、ヤマネコの情報
提供と安全運転にご協力をよろしくお願いします。

秋から冬は特に注意！情報求む！！

ヤマネコセンターからのお知らせ　　「飼育ツシマヤマネコの死亡について」

　飼育していたツシマヤマネコの｢福馬｣(オス)が7月27日に
息を引き取りました。これまで｢福馬｣のことを温かく応援して
くださった皆様には心から御礼申し上げます。
　展示場前に設置した献花台には、たくさんのお手紙やお花
　　　　　　　　　　　をいただきました。ありがとうござ
　　　　　　　　　　　いました。
　　　　　　　　　　　福馬、お疲れ様でした。頑張ったね。
　　　　　　　　　　　いままで本当にありがとう。 生前の｢福馬｣　享年15歳3ヶ月

第９回

目の色が違う！！

オスとメスの見分け方

オス　くろ メス　きいろ

佐須奈の農道の桜並木
３月に満開になります。

地域から要望で
ベンチを作って設置しました。

上県町佐須奈地区のボランティア団体である｢もやいの会 佐須奈｣。
代表の日高 光博さんと、冨 茂人さんにお話を伺ってきました♪

左：日高さん、右：冨さん

　ハトほどの大きさの小型猛禽類で、名前の通

り胸から腹のあたりが赤褐色をしています。中

国大陸や朝鮮半島で夏を過ごし、暖かい東南ア

ジアで冬を越すために、数千キロも移動します。

この移動の途中に対馬を通るため、

９月頃に観察することができます。

アカハラダカの渡り

Accipiter soloensis

肉眼では確認しにくい場合もあるので
双眼鏡を持って行こう！！

対馬で観察できる場所

内山峠アカハラダカ展望所など

観察ピークは
朝６時～と朝１０時～

8月5日 21時頃発見
東部中学校付近にて

。

白色に黒い斑紋がある
羽を持つ、シジミチョ
ウ。絶滅危惧種。　

ツシマウラボシシジミ

ゲンジボタル ヘイケボタル ツシマヒメボタル オバホタル アキマドボタル

①遊休農地の活用
②コミュニティづくり･生きがいづくり
③健康促進･医療費削減
を目的にエゴマの栽培に取り組んでいるそうです。

“もやい結び″
船をつなぎとめるための
結び方で、解けにくい。

エゴマの栽培について

※ヤマネコセンターでは引き続きツシマヤマネコの生体展示を休止しております。

8月14日 23時40分頃発見
上対馬町河内にて

おっと

　あぶな
い！

↑注意を呼びかける看板とのぼり旗

写真提供：川口 誠



対馬に生息している蛍の種類は何種類でしょう？？

答えはウラ(４ページ)をみてね！⇒

キミも昆虫博士だ！～昆虫標本作成講座～

生き物クイズ

２ ３

　7月27日（土）ヤマネコセンターで昆虫標本づくりのイベントを開

催しました。講師に境良朗先生をお招きし、対馬の昆虫のお話や標

本の作り方について詳しく教えていただきました。参加した子ども

たちは境先生に教わりながら真剣に標本を作っていました。

先生から対馬の昆虫が載っているクリアファイルのプレゼントもあ

り、子ども達は大満足の

様子でした♪

　今回は「わたしが対馬のドライバーになったら」をテーマ

に、対馬島内在住の皆様からツシマヤマネコの交通事故防止

について考えたポスターを募集しました。

　今年で８回目となり、嬉しいことに年々ご応募いただく作

品数が増えています！！ご応募いただいたすべての作品は

今年の10月～翌年1月の間、島内各地で展示しますので、ぜ

ひ見に来てください(^▽^)/

ツシマヤマネコ交通安全ポスター展
　　ご応募ありがとうございました！

福岡市動物園の子ネコの近況報告！

　内山にある野生順化ステーションの順化ケージが完成した６年前、２
番ケージの池にはヒメガマが数本生えているだけでしたが、現在では池
全体を覆うほど繁茂するにようになりました。このヒメガマは水生動物
にとって重要な生活の場ですが、秋から冬に飛来するカモ類にとっては
住み辛かったようで年々見かける機会が減っていきました。この状況を
改善するため、職員で池のヒメガマの一部を除去しました。今季はすっ
きりした池でカモたちが泳ぐ姿を期待しています。

職員日誌　対馬市ＣＡＴＶにて「とらやまの森」放送中♪

１０月５日(土)　
とらやまの日イベント＠センター

１１月１７日(日)
軽トラ市＠ステーション

ィ ベ ン ト 情 報

遊びにこんね！

【普及啓発担当】堺･大谷･武田

詳細が決まり次第、
島内各地にチラシを掲示します☆

　今年７月から、毎週木曜日に対馬市ＣＡＴＶ｢つしまる通信｣の１つの
コーナーとして、「とらやまの森」を放送しています。
　このコーナーでは、ヤマネコ教室の紹介や、ヤマネコセンターの取り
組み紹介、対馬の生き物について、などなど、毎回盛りだくさんな内容
となっております♪同じ名前のこの季刊誌発刊よりも、早くてナウな情
報を発信しておりますので、ぜひご覧ください！！

ツシマヤマネコ野生順化ステーション
アクティングレンジャー

対馬野生生物保護センター
事務補佐員

岩下 明生堺 真由子
いわした　  あきおさかい　 　まゆこ

ステーションだより「順化ケージ内にある池のヒメガマ」

シカ対策の取り組み紹介　

　前回のとらやまの森(８３号)の表紙で出産をお伝えした、福岡で４月に

生まれた３頭のうち１頭について、悲しいご報告があります。５月２８日夜、

それまで元気だった１頭の動きが急に止まり、翌朝死んでいるのが確認さ

れました。心臓に病気があり、呼吸困難を起こしたことが死因と判明しま

した。

　多すぎるシカは、山や里の植物を食い尽くし、私たちの生活

に様々な悪影響を及ぼします。環境省では生態系保全の観点

から、さまざまな関係機関と連携して、シカ対策に関する業務

を行っています。

ヤマネコ教室受け入れ状況

６月

８月

７月

９月

佐須奈小学校(5年生)
厳原小学校(3年生)
対馬高校

比田勝小学校(4年生)　
豊玉小学校(5年生)
東部中学校(１年生)　　

しま交流支援事業

教員社会体験研修

乙宮小学校学級レク(1年生)

島っこ留学生

学童保育ひまわり

大船越小学校(５年生)

  　　　　　　　　

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】　堺、大谷、武田

ありがとうございました。

ネイチャーゲーム

落ち葉で工作体験

[対馬島内の申込のみ記載]

現在の頭数　約39２00頭（H2７）　　

適正な頭数   約3500頭

土砂流出、農林業被害、希少種被害、

ダニによる感染症の蔓延、etc

餌はヘイキューブ

５月

対馬のシカ頭数(長崎県調べ)

様々なシカ被害

対馬市ＣＡＴＶ「つしまる通信」
(放送時間)毎週木曜 １８：３０～
※｢とらやまの森」は放送内容によって
　隔週になる場合もあります。 ガマ除去前 ガマ除去後

みんな上手にできたね～☆

　残る２頭には今のところ病気は見

つかっておらず、元気に走り回る姿

が見られています。これからも、すく

すくと元気に、大きく育っていってほ

しいと願うばかりです。

センター用語

ヘイキューブとは…干し草をキューブ状に固めた飼料のこと。

　　　　　　　　　牛や馬などの餌として使われています。

職場見学

撮影の様子

わな設置前の餌付け期間の様子　

　環境省でも６･７月には、鳥獣保護区で捕獲業務を行

い、計８７頭のシカを捕獲しました。ご協力いただいたハ

ンターさん、地域の皆様、ありがとうございました。１２月

頃にも銃猟を予定していますので、ご理解ご協力のほ

ど、よろしくお願いいたします。

写真提供：福岡市動物園
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　　　　　過ぎてしまいま
　　　　　すね♪

No
85

秋
号

　生き物クイズの答え

Ｎｏ.２２　　もやいの会  佐須奈

※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。

もやいの会の結成のきっかけはなんですか？

　過疎化で寂れていく佐須奈の町を、自分たちでどうに
かしたい！という思いで結成しました。

大切にしていることは何ですか？

　私たちのモットーは、「明るく楽しく一日一善」で
す。みんなで一日一善の輪が広がれば、人と人が｢もやい
結び｣のように強くつながると思っています。

今回の対馬のあの人この人は…

４

 2018年12月からヤマネコセンターでは黄金色の対馬に
自生するオニユリである「オウゴンオニユリ」の球根を
植えてみました。毎日水をあげて、成長を見守りました。
7月には綺麗な花を咲かせてくれましたよ。来年にはも
っと綺麗に咲かせられるように頑張ります。
是非見に来て下さいね。

「オウゴンオニユリの栽培に挑戦！」by ビジターセンタ― 阿比留編集後記

2019

【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）

【9月】17、24日、30日 【10月】7、15、21、28日 【11月】5、11、18、25日 【12月】2、9、16、23、29、30、31日は休館日です。

開館時間と休館日のお知らせ

2019年9月15日　対馬野生生物保護センター
季刊誌85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

2019　秋号
No.85

１

対馬にいる生き物をご紹介します！

学名：

アカハラダカ
 　

どのような活動をしていますか？

　結成のきっかけになった桜並木の管理や、エゴマの栽
培、ツシマウラボシシジミの保護活動、その他にも、お
声かけいただいた事にはできることから参加しています

対馬には５種類のホタルが生息しています。

それぞれ光が違ったり、特徴があるので調べてみよう♪

かい　　　　  さ    す    な

仔ヤマネコとの交通事故、相次ぐ…

オウゴンオニユリ

7月11日 22時半頃発見
三宇田浜付近にて

　７月１１日２２時半頃、上対馬町泉～三宇田海水浴
場に向かう市道上にて、今年度１件目となる交通
事故が発生しました。また、８月５日２１時頃、佐賀～
志多賀に向かう県道３９号線上でも交通事故が発
生し、どちらも今年生まれの仔ヤマネコ(メス)が
死んでいました。8月14日23時40分頃、上対馬町
河内の国道382号線上にて、交通事故が発生しま
した。このヤマネコは乳頭の状態から子育て中の
母ヤマネコであると思われました。

　１件目の事故は、無事故で２２２日を迎えていた日でし
た。地域住民の皆様から「２００日突破したね。」や「ニャン
ニャンニャン（２２２日）達成だね。」などと声をかけていた
だき、大変嬉しかったです。皆様のヤマネコに対する関
心の高さは、職員一同の励みになっています。

　ヤマネコセンターでは、皆様から頂いた情報をもとに、事故
注意喚起の看板設置や、交通安全キャンペーンなどの啓発活動
を行い、少しでもヤマネコの交通事故を減らせるよう取り組ん
でいます。ヤマネコを見かけた場合はヤマネコセンター
(0920-84-5577)へご連絡下さい。引き続き、ヤマネコの情報
提供と安全運転にご協力をよろしくお願いします。

秋から冬は特に注意！情報求む！！

ヤマネコセンターからのお知らせ　　「飼育ツシマヤマネコの死亡について」

　飼育していたツシマヤマネコの｢福馬｣(オス)が7月27日に
息を引き取りました。これまで｢福馬｣のことを温かく応援して
くださった皆様には心から御礼申し上げます。
　展示場前に設置した献花台には、たくさんのお手紙やお花
　　　　　　　　　　　をいただきました。ありがとうござ
　　　　　　　　　　　いました。
　　　　　　　　　　　福馬、お疲れ様でした。頑張ったね。
　　　　　　　　　　　いままで本当にありがとう。 生前の｢福馬｣　享年15歳3ヶ月

第９回

目の色が違う！！

オスとメスの見分け方

オス　くろ メス　きいろ

佐須奈の農道の桜並木
３月に満開になります。

地域から要望で
ベンチを作って設置しました。

上県町佐須奈地区のボランティア団体である｢もやいの会 佐須奈｣。
代表の日高 光博さんと、冨 茂人さんにお話を伺ってきました♪

左：日高さん、右：冨さん

　ハトほどの大きさの小型猛禽類で、名前の通

り胸から腹のあたりが赤褐色をしています。中

国大陸や朝鮮半島で夏を過ごし、暖かい東南ア

ジアで冬を越すために、数千キロも移動します。

この移動の途中に対馬を通るため、

９月頃に観察することができます。

アカハラダカの渡り

Accipiter soloensis

肉眼では確認しにくい場合もあるので
双眼鏡を持って行こう！！

対馬で観察できる場所

内山峠アカハラダカ展望所など

観察ピークは
朝６時～と朝１０時～

8月5日 21時頃発見
東部中学校付近にて

。

白色に黒い斑紋がある
羽を持つ、シジミチョ
ウ。絶滅危惧種。　

ツシマウラボシシジミ

ゲンジボタル ヘイケボタル ツシマヒメボタル オバホタル アキマドボタル

①遊休農地の活用
②コミュニティづくり･生きがいづくり
③健康促進･医療費削減
を目的にエゴマの栽培に取り組んでいるそうです。

“もやい結び″
船をつなぎとめるための
結び方で、解けにくい。

エゴマの栽培について

※ヤマネコセンターでは引き続きツシマヤマネコの生体展示を休止しております。

8月14日 23時40分頃発見
上対馬町河内にて

おっと

　あぶな
い！

↑注意を呼びかける看板とのぼり旗

写真提供：川口 誠




