
Cheng-Jheng Elementary School

誠正國民小學

北港から車で20分く
らいの場所にある小さ
な小学校。校内には生徒
手作りのコウモリ巣箱が設置され、
実際にコウモリが使用している。3
月下旬くらいから校庭の木にクロア
カコウモリがやってくる。コウモリ
の解説パネル、子供たちが描いたコ
ウモリの絵なども展示されているコ
ウモリ満載の小学校。

小学校の校庭にある木にね
ぐらがある。明るいうちに
観察するので双眼鏡は必須。

Formosan Golden Bat 観察会

小学校の周りにも子供たちが
描いたコウモリがたくさん。
コウモリのねぐらや、お寺も
あり、のんびりと散策したい。

小学校周辺の散策

朝天宮の中には色鮮やかなコ
ウモリの飾り物がたくさん（写
真撮影もオーケー）。写真は窓
枠の飾りのコウモリ。

朝天宮コウモリ意匠見学

パームツリーをねぐらにするコ
ウモリの観察会。小学校周辺や
北港の町中の公園で観察予定。

アジアコイエローハウス
コウモリ観察会

Photo： Masahiko Mizuno　　©コウモリの会　Bat Study and Conservation Group of Japan

台湾蝙蝠学会  研究員
周さん（右）。
黄金蝙蝠生態館  館長
張さん（左）。

Hello!　你好！
台湾側スタッフのお2人。

下見でも大変お世話に

なりました!

Taiwan Map
in BAT Festival

The Formosan Golden Bat’s Home

黄金蝙蝠生態館

誠正國民小學敷地内にあるコウモリ
の博物館。シンボルはクロアカコウ
モリだが、コウモリ全般の標本や生
態解説、調査方法やコウモリグッズ
まで、子供たちにもわかるように、楽
しく展示されている。年間で15,000人
も訪れる施設。展示のほかにも、講習
会、調査、環境保全運動なども行って
いる。コウモリグッズも販売。
http://www.goldenbat.org.tw/index1.html

おう ごん こう もり せい たい かん

Beigang Chao-Tian Temple

朝天宮（北港媽祖）

北港にある「媽祖（まそ）」を祀っ
ている廟。「媽祖」とはアジア諸国
で信仰されている航海の守護神で、
両脇に千里眼・順風耳を従え、その
報告を聞き海の安全を守っている女
神。ここは台湾にたくさんある媽祖
廟の総本山なだけに、全体が壮麗な
造りで、もちろん、いたる所にコウ
モリの意匠を見ることができる。
http://www.matsu.org.tw

ちょうてん ぐう ほっ こう  ま　そ

Myotis formosus flavus

Scotophilus kuhlii 
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黄金蝙蝠生態館
誠正國民小學

  朝天宮
（北港媽祖）

大衆公園
北港

東石 高鉄 嘉儀駅
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高鉄嘉儀駅～朝天宮
までは車で約30分、
朝天宮～黄金蝙蝠生
態館までは約20分。

紅樹林生態公園

新幹線の高架の隙
間には、Pipistrellus

がすんでいる。
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高雄小港
国際空港

台湾桃園
国際空港

台北国際
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高鉄台北駅～
嘉儀駅は約1
時間30分。

6.27 SAT - 6.28 SUN
主催 : 台湾蝙蝠学会・黄金蝙蝠生態館・
　　 コウモリの会

BAT FEST I VAL 2015
in TAIWAN
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〈山折り〉



BAT FEST I VAL 2015
in TAIWAN

分布：台湾（おもに東側）、中国、朝鮮半島、
　　　日本（対馬）、ラオス、ベトナム　
耳のふちが黒く、体毛は濃いオレンジ色。
洞窟で越冬することが知られている。

Myotis rufoniger
 英名：Red and black Myotis

　今年のコウモリフェスティバルは、台湾で行われることになりました。　会場となる「誠正國民小學」には、毎年春になる

と校庭の木にMyotis formosus (Formosan Golden Bat) が集まり、集団で出産・保育を行います。村や県では、この美しい
コウモリを守り、子供たちへの環境教育の一環として、学校に「黄金蝙蝠生態館」を作り、さまざまな活動を行っています。

　今回、大切に保護されているコロニーの観察会を特別にお願いし、実現しました。M. formosusについての講演会など、盛
りだくさんの内容を予定しています。日本からの参加者（24名）のほかに台湾蝙蝠学会（一般の方と研究者からなる）の皆さ

んも多数参加する予定です。今回のコウモリフェスティバルを通して、台湾と日本の交流が深まることを期待しています。

S C H E D U L E  &  P R O G R A M

  9：00 台湾高速鉄道（新幹線）嘉儀駅  集合、チャーターバスで小学校に移動

  9：40頃 誠正國民小學・黄金蝙蝠生態館　到着
　

［講演会（英語・通訳なし）］   誠正國民小學

10：20 ～ 12：20 「Bat diversity of Taiwan」 Dr. Hsi-Chi Cheng(鄭 錫奇) 
 「Roost characteristics and group composition of the woolly bat
 (Kerivoula titania) in central Taiwan」 Dr. Jian-Nan Liu (劉 建男)
 「Ecology of the painted woolly bat in Thailand」 船越　公威
 「Bats in Japan」 大沢　啓子

［昼食 & クラフト］   誠正國民小學 ・ 黄金蝙蝠生態館

12：20 ～ 13：40 昼食＆ビデオ鑑賞
13：40 ～ 15：40 DIY教室（パペットや巣箱など）

［観察会 & 夕食］  誠正國民小學周辺 ・ 朝天宮

15：40 ～ 16：40 M. f. flavus についてのお話とコウモリ観察会  （M.formosusなど数種）

16：40 ～ 20：00 学校周辺の散策とコウモリ探しの後、懇親会

 朝天宮へ、チャーターバスで移動

20：00 ～ 21：00 朝天宮（北港媽祖）とそのコウモリ意匠見学（朝天宮）

21：00 ～ 散会、各自交流・ホテル泊（北港）

6/27 SAT.

▼
▼

▼
▼

会　場 台湾  誠正國民小學・黄金蝙蝠生態館
 台湾  雲林縣水林郷蘇秦村一號　
 黄金蝙蝠生態館 HP：http://www.goldenbat.org.tw/index1.html

お問い合わせ先 コウモリの会事務局　水野昌彦　〒209-0001  神奈川県逗子市久木 8-20-3
 TEL/FAX  046-873-3677　　E-mail : mmizunobat@cb4.so-net.ne.jp
 携帯電話  090-5824-6377

宿　泊 6/27（土）：Hodua Homestay （好住民宿）　 朝天宮（北港）の徒歩圏内にあるホテル 

料　金 1 人 3,900 元（日本円で約 15,000 円）　交通費・27 日の宿泊費・食費（27 日昼食～28 日朝食まで）
 ※当日、現地での清算となりますので、台湾元をご用意ください。

●航空チケットおよび上記日程以外の宿・交通は各自でご手配ください。

●今回はこちらで保険をかけませんので、ご自身で旅行保険などに加入ください。

●野外での観察会もありますので、虫除け対策をお願いいたします。

講師：Hsi-Chi Cheng（鄭  錫奇）先生（台湾）・松村  澄子 先生（日本）コウモリ捕獲調査

6月28日（日）～30日（火） 

別途、料金がかかります。
詳細が決まり次第、メーリングリストにてお知らせいたします。

※解散は 30 日（火）お昼頃の予定

今回、観察するMyotis formosusは、対馬に生息するクロアカコウモリ
と以前は同種として扱われていましたが、最近の研究で日本のクロアカ
コウモリは別種 M. rufonigerであることが明らかになりました。

  7：30 ～ 8：10 朝食
 ホテルをチェックアウト後、チャーターバスにて移動

［散策・観察会など］   北港周辺

  8：30 ～10：40 北港・大衆公園のアジアコイエローハウスコウモリScotophilus kuhlii ねぐら観察

 水林タウンで小さなコウモリスポット探しとウォッチング

10：40 ～ 11：15 お土産店（カラスミ等）案内後、チャーターバスで嘉儀駅に移動

12：00  台湾高速鉄道（新幹線）嘉儀駅  解散

6/28 SUN.

日　程 2015 年 6月 27日（土）  ～  28 日（日）
［集合］　6 月 27 日（土）　9：00 台湾高速鉄道（新幹線）嘉儀駅　改札口付近

［解散］　6 月 28 日（日）  12：00 台湾高速鉄道（新幹線）嘉儀駅　改札口付近

※台湾国鉄（普通路線）にも嘉儀駅があります。新幹線の嘉儀駅とは場所が離れていますので、
　間違えないようご注意ください。

か　ぎ

台北駅 7：36 発の新幹線に乗車すると、集合時間に間に合います。
台湾高速鉄道 HP( 日本語表記あり）：http://www5.thsrc.com.tw/jp/

Formosan Golden Bat は
日本のクロアカコウモリとは別種！

photo : 周政翰攝

Column

Excursion

台湾の
クロアカは
２種類！

※集合時間以外は、若干変更等あるかもしれませんが、ご了承ください。

※小学校では、観察時間などを制限してコロニーを守っていますので、単独での
　観察や撮影はご遠慮ください。また、コウモリのストロボ撮影は禁止です。

分布：台湾（おもに西側）、中国、ネパール、インド、
　　   ベトナム　
耳のふちが黒くなく、体毛は明るい黄色。木の茂み
に出産保育コロニーを作ることが知られている。

Myotis formosus
英名：Formosan Golden Bat またはHodgson’s Myotis

夜の朝天宮

小学校付近にあるお寺

DIY 教室

講演会場

photo : 張恒嘉攝


