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表紙のことば

ミニブタ

今回の表紙はブタの「サクラ」、メス、7才

です。実はこれの前に候補の写真があり、自

分ではそれでいけるつもりでいたのですが、

編集のTさんにNGを出され、急きょ撮り直し

ました。締め切りに間に合わないとまずいの

で、担当者に無理を言ってエサの時間をずら

してもらって何とか撮りました。

それにしてもブタは楽しそうに食べます。

まさに食べる事が生きがいという感じがしま

す。担当者がエサを用意し始めると、自分の

エサだとわかるのかブーブー騒いでうろうろ

歩き回ります。エサが運ばれて来るとさらに

テンションが上がりブヒーブヒー鳴いて喜

び、がっついてバリバリ食べ、エサが無くな

っても容器をペロペロ舐
な

め尽
つく

します。こうい

うの何かで見たことあるなぁと思ったら、

「千と千尋の神隠し」に出てくる、ごちそう

を食べながらブタになっていく千尋のお父さ

んとお母さんでした。

（写真、文　田島一仁）



1

9月25日、晴れ渡った秋の空にトキが飛びました。日

本の野生で絶滅したトキを復活させるために、環境省

は佐渡トキ保護センターで人工増殖した10羽のトキを

佐渡の里山に放鳥しました。昭和56年（1981年）に残

っていた野生の5羽を捕獲して以来、27年ぶりに佐渡の

空にトキが還
かえ

ったのです。日本のトキ復活作戦がいよ

いよ始まりました。

江戸時代までトキは普通にみられる鳥でした。石川

県でも加賀藩のお鷹
たか

場（タカ狩りをする場所）、今の金

沢港近くで、何羽も捕まった記録が残っています。

そんなトキが減ってしまったのは明治になってから

の乱
らん

獲
かく

と、その後の生息地の開発や農薬汚染でした。

昭和20年代（1950年頃）には佐渡と能登にわずかに残

るだけとなってしまい、石川県では昭和45年（1970年）

最後の1羽が穴水町で捕えられ、人工繁殖のために佐渡

トキ保護センターに送られたのが最後です。このトキ

は本州に残っていた最後の1羽でもありました。

残念ながら捕獲された鳥たちは子孫を残せず、最後

に残っていたメスの「キン」も平成15年（2003年）に

36歳で死に、日本のトキは絶滅してしまいました。

その一方で中国から贈られたトキは順調に繁殖し、

現在は120羽を超えるまでになりました。このトキを訓

練して佐渡に放し、2015年までにトキ60羽を野生に定

着させることがトキ

復活作戦の目標で

す。同時に佐渡以外

の場所で飼育（分散

飼育）をおこない全

滅の危険を防ぐこと

も進められます。

世界でも絶滅寸前の鳥の復活作戦はいくつかありま

す。しかしトキのように人間の生活する場所での例は

ほとんどありません。兵庫県豊岡市のコウノトリ、中

国陝
せん

西
せい

省
しょう

でのトキが数少ないお手本です。コウノトリ

もトキも人間が生活する場所の近くで暮らすため、人

間の影響を強く受けてしまいます。復活作戦は放鳥し

た鳥だけではなく、そこに暮らす人たちの生活をも考

えなくてはなりません。農業や林業、生活に必要な工

事など、人と鳥とがともに生きてゆく上で、調整しな

ければならない事はたくさんあります。野生への放鳥

はゴールではなくスタートなのです。

石川県はトキにゆかりの深い県です。先にも述べた

ように本州最後のトキの生息地であり、最後の一羽は

人工増殖ために捕獲し佐渡に送られています。平成16

年にはトキの分散飼育の受入れにも名のりを上げまし

た。近い将来、いしかわ動物園にトキがやってくる事

もけっして夢ではありません。

しかし石川県に分散が決まっても動物園では非公開、

一般の方が見ることはできません。増えたとはいえ、

トキはまだまだ希少動物、公開よりも保護が優先され

ます。今は国の復活作戦のために、佐渡のトキのため

に協力するという広い気持ちでいたいと思います。

それでも佐渡の空を飛ぶトキを見ると、「想像した以

上にキレイやった。石川の子どもたちにも、この感動

を与えたい。」放鳥に立ち会った動物園の山本園長の思

いが、いつかかなうようにと思わずにはいられませ

ん。 （編集部）

編集部

トキが空に還った日

兵庫県豊岡市で放鳥されたコウノトリ

中国周至県で飼育されているトキ
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秋はお出かけには絶好の季節、

春とともに行楽シーズンでもあり、

動物園にもたくさんのお客様が訪

れます。そこで今回は、そんなお

客様のために、秋から冬までの動

物園の見どころをご紹介します。

恒例のお食事ガイドなどの他、最

新の情報をお届けしますので、来

園時の参考にしていただければ幸

いです。

入園したら、まずガイド
の時間をチェック

動物園のエントランスにはお食

事ガイドなどの時間を書いた案内

板があります。まずここで何を見

たいかチェック。土日ならキリン

やゾウのおやつタイムもあります。

たいていの方は案内放送を聞いて

から押し寄せるのですが、人気の

行事はどうしても混雑してしまい

ます。また聞きたいガイド

のために延々と順路を逆戻

りすることもあるでしょ

う。事前に調べて、時間調

整しながら上手にまわって

はいかがでしょうか。ただ

しこの方法は時間にゆとり

のある方でないと難しいか

もしれません。

そんな時間はない、とに

かく着いたらサッサと見て

まわりたいと言う方には、秋の最

新情報、押さえておきたいポイン

トを提供します。1ヶ所でも見れ

ば、ちょっと満足できる情報を特

集としてお届けします。（編集）

チンパンジー、コドモの
名前は“イチゴ”、公開
も始まる

今年1月5日生まれで職員の手で

育てられている、チンパンジーの

名前が決まりました。その名は

“イチゴ”です。その由来は、1．

1月5日生まれだから、2．母親の

名前がメロンだから食べ物つなが

りで、3．父親の名前がイチロー

だから“イ”つながりで、という

わけでうまくまとまったと思いま

す。来園者の方々にも「イチゴち

ゃん、カワイー」と、なかなか評

判がよさそうです。

さて、イチゴですが、徐々にチ

ンパンジーらしさを発
はっ

揮
き

していま

す。見なれない人に対しては「ホ

ウホウー」と叫んでみたり、ケー

ジの柵につながっては足でドンド

ンやったり、また4ヶ月齢から続

けている“群れ復帰へのリハビリ

テーション”と称
しょう

したオトナのチ

ンパンジー達とのお見合いから学

んだのでしょうか、ケージの奥で

足踏みをし、体を大きく揺さぶり

勢いよく近づいてくる様子などは

いっぱしのチンパンジーです。ま

だまだミルク飲んで、紙オムツし

いらっしゃい秋の動物園

2

大きくなったチンパンジーのコドモ、イチゴ

公開中のリハビリセンターでの一コマ
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ているくせしてなかなかやります

よ。

真冬の最中に1.7kgで生まれ、1

日7回の授乳を職員が交代で受け

持ち、飲むミルクの量や体重の増

減に一喜一憂、眠い目をこすりな

がら夜中や早朝の授乳
じゅにゅう

したことが

思い出されます。今では徐々に離

乳を始めており、授乳が1日3回、

自家製の離乳食（煮たカボチャ、

すりおろしリンゴなど）を1日2、

3回与え、体重は5.3kgになりまし

た。これからも大きく成長してい

くことでしょう。

9月下旬からは時間限定で公開

も始めました。お昼前後の2、3時

間だけですが、動物リハビリセン

ターの窓越しに、ケージに入った

“イチゴ”を見ることができます。

ただし当日の体調などで、急に公

開が取りやめになることがありま

す。まだまだ小さなコドモですの

で、その辺りの事情はおくみ取り

ください。

今後の目標は、このまま順調に

成育を続け、3、4歳でオトナの群

れに復帰することです。気の長い

話ですが、いつの日かこの命から

次の世代へとつながればと思いま

す。（動物病院、堂前弘志）

アミメキリン、リンタの
近況

今年の2月12日に産まれたリン

タは、生後7か月になります。身

長も日ましに伸びて、240cm程に

なりました。毎朝、寝室の扉を開

けると、それまで座って休んでい

ても真っ先にパドック（放飼場）

に出ていきます。餌も親と同じ物

を食べていて、授乳しているとこ

ろを見る機会もほとんどなくなり

ました。少し前までは、パドック

では母(イザベル)の後をついて行

動していましたが、最近では単独

行動も多くなり、日に日にオトナ

になってるんだなぁ…なんて思い

ます。よく、フェンスの支柱にア

ゴを乗せて気持よさそうにしてい

ます。ただ、外で餌を食べる時は

必ずイザベルの隣で食べます。何

かに驚くと急いでイザベルのもと

に戻ります。先日のナイト・ズー

の時は、暗くなるとずっとイザベ

ルと行動をともにしていました。

こんな所を見ると、まだまだ甘え

たい年頃なのかなぁ…と思います。

（飼育展示課　山下義裕）

ふれあいひろばの見どころ

ふれあいひろばでは、カピバラ

4兄弟が生まれました。詳しくは

今号の“動物園うらのうら”に紹

介しましたが、大きくなるのが速

いカピバラは、今がかわいいさか

り、見るなら今がチャンスです。

また、なかよしハウスの大きなリ

クガメ、ケヅメリクガメとヒョウ

モンリクガメの2種は、どちらも

甲
こう

羅
ら

が40cm以上もあり子どもたち

にも大人気です。寒くなると室内

に入ってしまいますから、会える

のは10月いっぱい、せいぜい11月

の頭くらいまででしょう。同じく、

なかよしハウスの手のりオカメイ

ンコもお見逃しなく。

この他にも、オランウータンの

空中散歩、レッサーパンダの花嫁

さん、ヤンチャざかりのシロテテ

ナガザルのコドモ“クク”も皆さ

んをお待ちしています。さぁこの

記事を読んだら、秋のいしかわ動

物園にいらっしゃい。きっと楽し

い出会いが待っていますよ。

飼育展示課　堂前弘志、山下義裕、他

3

なかよしハウスでは手乗りのオカメインコ

がまっています

大きくなったけれどまだ母親が恋しいリンタ
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今年2008年、水鳥たちの池で飼

育しているホオアカトキが繁殖に

成功しました。このホオアカトキ

は2004年11月、多摩動物公園から

やって来た成鳥2羽と4羽の幼鳥

で、いっしょに来たクロトキ6羽

とともに水鳥たちの池に放された

ものです。

我慢の1年

覚悟はしていたものの最初の一

年は散々の結果でした。金網にぶ

つかって死ぬ鳥が何羽も続きまし

た。多摩動物公園とは違って中を

人が通り抜ける飼育舎に鳥たちも

戸
と

惑
まど

ったのでしょう。私たちにと

っても鳥たちにとっても我
が

慢
まん

の一

年でした。

一年が過ぎる頃、鳥たちの死亡

や事故はピタリとおさまりました。

ようやく飼育舎になれたようです。

しかし繁殖行動はいっこうに見ら

れません。成鳥のオスが1羽の幼

鳥に近づいて羽づくろいなどして

いましたが、それ以上の進展はあ

りませんでした。後でわかった事

ですが、この幼鳥はオスだったの

でうまくいくはずもなかったので

す。かわいい男の子をオジさんが

“いい子いい子”していたのです。

初めての巣作り

繁殖行動が本格的になったのは

昨年からで、幼鳥たちも繁殖適齢

期になっていました。5月の上旬、

木の上のクロトキ用巣台で巣作り

を始めたのです。ホオアカトキは

野生では崖の岩
いわ

棚
だな

に、飼育下では

巣箱に巣作りします。まさか木の

上に巣作りするとは思いませんで

した。戸惑いながらも卵も確認し、

ふ化を心待ちにしていたのですが、

6月の大雨が続いた日、メスは抱

卵を止めてしまいました。雨の嫌

いなホオアカトキにとって、木の

上で卵を抱くのは無理があったの

かもしれません。

それでもこの失敗は大いに役に

立ちました。ホオアカトキの巣作

りしたい場所がわかったからです。

次はそこに巣箱をつけてやればき

っとうまく繁殖するはずです。

読みは的中

今年は繁殖期前の2月に、昨年

巣作りした場所の近くに巣箱を作

って取り付けました。多摩動物公

園などで使用している長屋式のも

のと違って1ペア用の小さな巣箱

でしたが、昨年の事を考えれば、

これでも十分なはずです。もう雨

にぬれる事はないし、壁にピッタ

リついているので安定性も抜群で

ホオアカトキの初めての繁殖

4

取り付けた巣箱で巣作りした夫婦

昨年はクロトキ用の巣台で巣作りした 巣箱の中のヒナ、全身真っ黒で見えにくい
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す。取り付けてからしばらくする

と、ホオアカトキの夫婦は巣箱に

仲良くとまるようになりました。

読みは的中です。

3月も下旬になると夫婦は並ん

で巣箱に止まり、時々2羽で巣箱

の中に入って様子をさぐるように

なりました。それはまるでモデル

ハウスを見学する人間の夫婦のよ

うで、「部屋の広さどうかしら」、

「日当たりは」、といろいろチェッ

クしているように見えました。

4月下旬には交尾も頻
ひん

繁
ぱん

に見ら

れるようになり、巣材を運んで巣

箱の中にりっぱな巣を作りました。

そして5月8日、親鳥は一日中巣

から離れなくなりました。食事の

時も交代で巣に座り、巣を空ける

ことがなくなったのです。前日ま

でとは明らかに行動が違います。

この日の朝、産卵したに違いあり

ません。巣箱での巣作りなので、

今までのように飼育舎の屋根から

のぞいて見ることはできません。

産卵を信じてじっと待つことにし

ました。ホオアカトキの抱卵日数

は約4週間ですから、予定日は6月

5日です。

ついにヒナの顔が見えた

そして予定日を過ぎた6月6日、

親鳥が変わった行動を始めました。

巣の中で下を向いて何かを吐きも

どしているのです。これはヒナに

エサを与える行動そっくりです。

姿は見えないもののヒナがふ化し

たに違いありません。

そして思った通り6月10日には

ヒナを確認しました。翌11日には

ヒナは2羽いることも分かりまし

た。ヒナは全身黒いので暗い巣箱

の中では見えにくい上、クロトキ

に比べておとなしいのか、あまり

顔も見せません。姿が見えないの

で不安な所はありましたが、親鳥

は熱心に世話を続け、下旬には巣

箱から顔を出すまでに育ちました。

7月14日には1羽が巣立ち、19日に

は残りの1羽も巣立ちし、繁殖は

無事成功しました。

次の目標はホオアカト
キの人工繁殖

今年は同じ水鳥たちの池でクロ

トキも繁殖に成功し、1羽のヒナ

が巣立ちました。これで2年連続

の成功で、飼育舎でのトキ類の自

然繁殖には、ほぼめどがつきまし

た。このあとの挑戦はホオアカト

キの人工繁殖です。来年は巣箱で

産まれた卵を取り出して、動物園

のふ卵器でふ化させ、人の手で育

てあげてみようと考えています。

これまでにクロトキ、シロトキの

経験はありますが、消化不良を起

こしやすく育てるのは難しいと言

われるホオアカトキのヒナだけに、

ぜひ成功させたいと考えています。

飼育展示課　竹田伸一、野田英樹、藤井匠也

巣立ちした2羽のヒナ、親鳥といっしょのことが多い

5

識別のために、大きくなったヒナに足環を取り付ける
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お仕事拝見　バードストリート、水鳥たちの池
動物園の飼育職員の仕事の一部を紹介しています。今回は鳥担当のお仕事をのぞいて

みます。扱う動物は大きくはありませんが、受け持ち面積が最も広い担当です。

時にはフクロウのヒナも育てます。親が抱かない卵
をふ卵器でかえし、人の手でヒナを育てるのです。

バードストリートに展示されているキジのオ
ス、その名はモモタロウ。繁殖期には飼育係
をライバルと思ってか、突いたり、け飛ばし
たり。

バードストリートではないですが、なかよしハウスのお掃除
も鳥担当のお仕事です。

6



フクロウ舎の中でお食事ガイド。フクロウはエサにネズミやヒヨコを使うので、こわいもの見たさか
らか、けっこう人気があります。

水鳥たちの池は2週間に一回、休園日に水を抜い
て掃除をします。たまった砂や落ち葉を取って池
を掃除し、水も交換してきれいにしています。

2年目のシロトキ。平成19年に人工繁殖で生まれた鳥たちです。
この2羽も鳥担当がヒナから育てあげたものです。

タカの仲間、ノスリのピ
ーちゃん。タカ舎の中の
掃除やエサやりは一見危
なそうに見えますが、実
はたいした危険はありま
せん。おとなしいのです。

7
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動物園夏のアルバムから

8

今年も恒例のサマースクー
ルが開かれ、小学生たちが
元気に飼育係の仕事に挑戦
しました。写真は小学1、2
年コース、ポニーにニンジ
ンのおやつをあげました。

8月、自然クラブ・ズーキッズが開催されました。動物園の近
くの里山に出かけ、昆虫採集やサンショウウオの観察を行な
い、自然の不思議に触れました。

動物園写生コンクールで石川県知事賞に輝
いたのは、福井県兵庫小学校4年の佐々木
大吾君でした。あぶくを引いて逆さまで泳
ぐアザラシが目を引きます。
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7月、8月に開かれたナイト・
ズー2008。夜見るトラの迫力
は一味違います。
元々夜行性のトラは夜になる
と目の輝きが違うようにも見
えます。

カリフォルニアアシカのオス、ダンが9月16日に急死しました。巨体を
ゆすってのジャンプで人気者だっただけに、たいへん残念です。写真
は9月4日にメスとお見合いをしていた時のもので、ダンの最後の写真
となりました。

ナイト・ズー中のアジア
ゾウのサニー、大きな体
は夜でも人気者です。

夏休み中の毎土曜日に行なわ
れた動物工作教室、この日は
動物園のヒツジから取った、
本物の羊毛をまるめてヒツジ
人形や毛玉の鈴を作りました。
みんなうまくできたかな。



レッサーパンダ
飼育展示課　田島一仁

シリーズ

動物園の住人たち

いしかわ動物園のレッサーパン

ダは昨年、オスのヨンヨンとメス

のルンルンが相次いで亡くなり、

彼らの息子であるタンタン1頭だ

けになっていました。1頭だけで

は寂しいのと、できればコドモを

増やしたいとの思いから、タンタ

ンのお嫁さんを探しました。そし

て、この7月にメロンが群馬サフ

ァリパークからやって来ました。

メロンは1999年7月11日広島県の

安
あ

佐
さ

動物公園生まれです。その後

群馬へ移りました。所有権は長崎

バイオパークにあります。ちょっ

と複雑ですが、ブリーディングロ

ーンの関係（繁殖のための貸し出

し契約）でこういうことになって

いるみたいです。動物園ではとき

どきあることです。

さて、メロンは7月15日にいし

かわ動物園に到着し、2週間の検

疫を経て8月1日から、まず室内展

示室で展示を始めました。最初の

頃は室内の木の一番高い所に登っ

て天井にへばりつくようにじっと

して、エサのリンゴを与えても食

べなかったのですが、しばらくす

ると手からリンゴを取るようにな

りました。エサは食べ出したので

すが、夕方寝室に戻そうとすると

嫌がって木から降りて来ず、やむ

をえずしばらくはそのまま展示室

に夜も置いておきました。それか

らしばらくすると、ホウキで何と

なく誘導すると木から降りること

がわかり、寝室に収容することが

できるようになりました。

次は屋外展示室に慣らさねばい

けません。そこで秋めいて涼しく

なってきた8月26日、初めて外へ

出してみました。メロンはそれほ

ど警戒するでもなくわりと普通に

木に登っていきました。リンゴも

手から取って食べます。順調で良

かったなぁと安心したのですが、

収容が大変でした。室内と同じよ

うにホウキでやってみたのですが

全然動きません。こっちも意地に

なって木に登って何と

か下に降ろしたのです

が、シュートに入らず

パドックをグルグル回

ってまた木に登ってし

まいました。やれやれ

…、そこまでで30分ほ

どかかったでしょうか。

外は室内と違ってその

まま置いて帰るわけに

はいかないのでどうし

ようかと考え、ホース

で水をかけてみることにしました。

（他の動物でもよくやる方法です。）

水をかけると、メロンは一目散に

木から降りてシュートに入って行

きました。その後も最初はホウキ

でやってみるのですが、結局今ま

でのところ、水をかけないと入っ

てくれません。代番の飼育員はホ

ウキで入ったと言っていましたが、

なんで担当者の言うことを聞いて

くれないんだ！と思います。

さて、そんなメロンですが、次

はタンタンとの同居にチャレンジ

せねばなりません。メロンは9歳

と、レッサーパンダにしては正直

あまり若い方ではありません。そ

んなにのんびりもしていられない

かもしれません。レッサーパンダ

の繁殖期は冬の寒い時期なのでそ

れに間に合うようにそろそろお見

合いから始めてみようかと考えて

いるところです。
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群馬から新しくやって来たメスのメロン

年上のお嫁さんをもらう事になったタンタン、

仲のよいカップルになって欲しいものです。



7月24日にふれあい広場にいる

カピバラの雄のセンと雌のキミ

に、4頭のコドモが生まれました。

最初、担当の私達はキミの大きく

なるお腹と体格を考えて多分2～3

頭だろうと思ってましたが、いざ

生まれて数えると4頭もいたのに

は驚きました。やはり大きくても

ネズミの仲間だと言う事なんでし

ょうね。生まれたコドモはまさに

ミニ・カピバラと言ってもいいで

しょう。オトナのカピバラをその

まま小さくした感じで、ものすご

くかわいいんですが、よく見ると

コドモの顔つきは親の精
せい

悍
かん

な顔よ

りもなにか老
ふ

けた顔…、おっちゃ

んくさい顔をしてい

るのです。他の担当

職員とこんな話をし

ながらコドモ達の記

念撮影を行っていま

した。ただ、やはり

人の子どもも動物の

コドモも共通して言

える事は見ていると

ちょっとした仕草、

例えば走り回ったり

ご飯を食べていたり

遊んでいるところがものすごくか

わいいいですね。この号が出る頃

にはコドモ達も成長し、少し大き

くなっているでしょうが、まだま

だかわいい盛りなのでぜひふれあ

い広場に見にきてください。きっ

といやされる事間違いなしです。

シリーズ

動物園うらのうら
カピバラのコドモ
飼育展示課　卜部倫昭

シリーズ

動物園うらのうら
カエルのこと
飼育展示課　山本邦彦

昨年あたりからツボカビと呼ば

れる病気がカエルたちの世界で問

題となっていることをご存知でし

ょうか。この病気が原因でパナマ

やオーストラリアでは、絶滅した

と考えられている種もあるようで

す。もしこのツボカ

ビが日本の野生のカ

エルに感染すれば、

手の施しようのない

事態になるとも考え

られています。いし

かわ動物園では昨年

の春より、園外から

カエルを新たに導入

することを控えてい

ましたが、今年から

検疫体制を強化してモリアオガエ

ルやトノサマガエルなどの搬入を

行っています。野外で採集された

カエルは園内にある検疫棟という

建物に収容されます。そこでは念

のために薬品による消毒が行われ、

合計60日間ものあいだ様子が観察

されることになります。病気を出

さないことはもちろんのこと、病

気を持ち込まないことが大切です。

動物園の獣医師たちも、まさか検

疫室にカエルを収容することにな

るとは、思ってもいなかったに違

いありません。
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カピバラの親子

薬浴中のツチガエル



お便
りお待ちしています。

動物園行事のお知らせ  動物園スクラップブック  動物園スクラップブック  

6/18

6/19

6/21

6/22

6/26

6/25～26

6/25～27

6/28

6月中

7/2～4

7/2～7

7/6

7/6～27

7/9

7/12、13

7/13

7/15

7/16

7/19

7/20、27

7/20

7/22

7/22～8/26

7/23～31

7/24

7/24

7/25

7/26、27

7/27

7/29

7/31

7月中

8/1

8/1～3

8/1～15

石川県民大学校で講義

川北町川北小学校にレクチャー

裏側探検ツアー「ネコたちの谷」

どうぶつ映画会「世界のうみ」

金沢市瓢箪町公民館にレクチャー

中部飼育者研修会に参加（鯖江市）

白山市北星中学校わくワーク体験実習

日立ソフト家族会にレクチャー

野鳥131羽　哺乳類6頭　ハ虫類1頭　保護

白山市松任中学校わくワーク体験実習

エントランスに七夕飾り設置

写生コンクール表彰式

写生コンクール入選作品展示会

金沢市泉中学校にレクチャー

チンパンジーの飼育研修（神戸市）

楽しい動物教室アニマルトーク

「ミクロな世界」

宝達志水町社会福祉協議会にレクチャー

群馬サファリよりレッサーパンダ1頭搬入

白山市郷保育園にレクチャー

石川県立ろう学校にレクチャー

裏側探検ツアー　

「アシカ・アザラシたちのうみ」

白山市福留子ども会にレクチャー

九谷陶芸教室開催

県庁展望ロビーでふれあいひろば開設

チンパンジー1頭脱走、午前中閉園

夏休み中の火曜日開園

九州東海大生、学芸員実習

カピバラに赤ちゃん4頭誕生

サマースクール（小3～6年生）

能美市根上はまなす児童館で講義

ナイト・ズー2008開催

どうぶつ映画会「アフリカの動物」

サマースクール（小3～6年生）

サマースクール（小1、2年生）

野鳥80羽　哺乳類5頭　保護

小松市国府中学校職業インタビューで来園

石川県立大生、学外環境実習

石川県立大生、飼育実習

8/1～9/23

8/2（土）～30（土）

8月中の毎土曜日

8/3

8/8

8/8～10

8/10

8/10

8/12～27

8/13、14

8/16

8/16～31

8/19～21

8/20

8/23、24

8/24

9/1～14

9/1～15

9/3

9/7

9/8

9/10～15

9/11

9/14

9/15

9/15、16

9/16～30

9/20

9/25

9/27～10/31

9/28

9/29

9月中

特別展「箱舟の動物園」

動物工作教室開催

自然クラブ、ズーキッズ

「自然の不思議体験（夏）」

中能登県政学習バスにレクチャー

石川県立大生、学外環境実習

楽しい動物教室アニマルトーク

「環境にやさしい動物園」

津幡町そば谷子ども会にレクチャー

能美市宮竹ふる里保存会で講義

帝京科学大生、学芸員実習

ナイト・ズー2008開催

裏側探検ツアー

「郷土の水辺、南米の森」

石川県立大生、飼育実習

能美市寺井中学校わくワーク体験実習

白山市湊公民館にレクチャー

ナイト・ズー2008開催

どうぶつ映画会「オーストラリアの動物」

白山市林公民館にレクチャー

8月中　野鳥61羽　哺乳類1頭　ハ虫類1頭　保護

帯広畜産大生、学芸員実習

石川県立大生、飼育実習

鳥インフルエンザ講習会に参加（県庁）

動物園友の会例会「川の生き物観察会」

県トキ分散飼育受入検討会に参加（県庁）

デカ展開催

中能登町滝尾小学校にレクチャー

楽しい動物教室アニマルトーク

「ビオトープの生き物」

カバの日本一長寿を祝う会

中部獣医師研修会に参加（静岡市）

石川県立大生、飼育実習

裏側探検ツアー　「動物病院、調理棟」

金沢市戸板小学校にレクチャー

動物園フォトコンテスト作品展示会

どうぶつ映画会「あなに住む動物」

津幡町条南小学校にレクチャー

野鳥32羽　哺乳類1頭　ハ虫類1頭　保護
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お便
りお待ちしています。お便
りお待ちしています。

編 集 後 記  

動物園行事のお知らせ  動物園行事のお知らせ  

皆さんからのお便りを 

お待ちしています。 

いしかわ動物園での思い出、 

質問、ご意見などや、動物の写真、 

イラストなども大歓迎です。 

（宛先） 

 いしかわ動物園・企画教育係 
  アニマルあいズ編集部 

 

 

動物映画上映会 
毎月第4日曜日、午前11時と午後1時半 
　動物学習センターのレクチャーホー

ルで上映します。一回25分から50分。

おもしろい動物の生態を映像で紹介し

ます。予約不要。参加費は無料ですが、

入園料が必要です。 

今後の予定 

 11月23日、12月28日、1月28日 

楽しい動物教室 
アニマルトーク 
 毎月第2日曜日、午後1時～3時 

　毎回テーマを決めて動物について

楽しく勉強します。小学校3年生以上。

定員40名。電話で予約。参加費は無

料ですが、入園料が必要です。 

今後の予定 

　11月9日、12月14日、1月11日 

動物園裏側探検ツアー 
　　毎月第3土曜日、 
　　　　午前11時から30分程度。　 
　普段見ることのできない動物舎を探

検します。定員20名。電話で予約。 

　見学できる動物舎は毎回違います。

参加費は無料ですが、入園料が必要です。 

今後の予定 

  11月15日、12月20日、1月17日 

動物体重当てクイズ 
　11月1日（土）園内の大型休憩所で

動物体重当てクイズを実施します。

午前11時から12時まで、2種類の動物

の体重を当ててみましょう。 

　最も正解に近い方には粗品を進呈

いたします。 

飼育係の「お食事ガイド」 
　毎日どこかで時間を決めて、職員

が動物に給餌しながら解説します。

動物園入り口の案内板や園内放送で

ご案内しますので、ぜひご覧ください。 

　ただし、天候や動物のコンディシ

ョンによって変更や中止になる場合

もありますので、ご了承ください。 

この号を編集中に悲しいニュースがありました。カリフォ

ルニアアシカのダンが急死してしまったのです。“ちょっとお

かしいな。”担当が首をかしげてから2日目には死んでしまい

ました。

あまりに突然の死でした。ダンは19歳、確かに若くはあり

ませんが、ほんの少し前まで元気で豪快なジャンプを披露し

ていただけに誰もが驚きを隠せませんでした。さよならダン、

安らかに。 （竹田）
次号は1月発刊予定
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