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表紙のことば

トキ

トキの写真はなかなか難しいものです。ト

キ色が美しいとは言うものの、アップにする

と表情がきつくなり、かといってひいた写真

では大人しくておもしろくなく、ましてや翼

を広げて飛ぶ瞬間をとるのは至難の業です。

「違うなあ、もっと表情ほしいなあ」などと何

十枚もシャッターを押したあげく、選んだの

がこの写真です。モデルはＩペアのオス、9歳

になる「ひかる」。トキ色の中に灰色の羽がア

クセントになって、ちょっといい感じ、かな。

（文、写真　竹田伸一）
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動 物 園 百 景 

今年の夏は、歴史的な猛暑となりました。動物も人

も大変でしたが、なんとかのりきりました。

今年1月にやって来た2ペアのトキから、8羽のヒナが

無事に巣立ちました。石川県では、ほぼ半世紀ぶりに

誕生したトキのヒナたちです。2ペアが産卵した19個の

卵から、4月25日に最初のヒナがふ化し、その後も順調

に人工繁殖で計9羽がふ化しました。そのうち1羽は残

念ながら死亡しましたが、8羽が無事巣立ち、当初の予

想を超える成果を上げることができたと思っています。

今後この経験を生かし、トキの復活、トキの未来のた

めに飼育繁殖の努力を継続していきたいと考えていま

す。

また、動物園のトキ展示映像コーナーには、この半

年間で実に7万人を超える方々のご来場をいただきまし

た。大画面の魅力あふれるライブ映像が大人気で、解

説ガイドのていねいな説明もご好評をいただきました。

特に、ヒナへの給餌を飼育員の説明付でライブ中継し

ましたが、これは他では、ほとんど例のないことでは

ないかと思います。

トキ分散飼育の初年度に、石川での2世誕生とともに、

このように多くの方々に、トキへの関心、理解を深め

ていただくことができたことは、本当に意義深いこと

だと思っています。今年は国連が定めた国際生物多様

性年です。いしかわ動物園では「動物園で広めよう生

物多様性」をキャッチフレーズに、8月1日から9月27日

まで特別企画展も開催しました。こうした企画展やト

キを通じて、県民の皆様とともに、生物多様性や里山、

生きものと人が共生することの大切さを考えるきっか

けにしていきたいと思います。

（みま　ひでお）

いしかわ動物園　園長　美馬秀夫

トキのいる風景
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平成22年1月の受入れから始ま

った、いしかわ動物園のトキの分

散飼育。初めてゆえの戸惑いや驚

くほどの周囲の注目など、何かと

騒がしかった最初の繁殖期をふり

かえってみたいと思います。

繁殖羽は突然に

トキは繁殖期になると頭や首、

背中などにかけて黒く染まります。

この黒い色が現れないと繁殖には

進みません。「いつ色は出るのだろ

う、ちょっと遅いかな。」いずれ変

化すると思いつつも、落ち着きま

せん。多摩動物公園のSさんは

「うちもまだだけど心配しなくても

いいよ、平気だよ。」と平然と言い

ますが、「放鳥トキの色が黒くなり

ましたね、動物園はまだですか。」

とマスコミから聞かれると、やは

り心配になってしまいます。

ところが、その時は突然訪れま

した。2月7日の午後、Ｉペアの2

羽が水浴びをしながら後頭部を背

中に擦
こす

りつけ始めたのです。トキ

の白い背中は見る見る黒く染まり

ました。これには私たちもびっく

り。トキの黒い繁殖羽は少しずつ

黒くなるものと考えていたのです。

これほど一気に変化するとは思い

ませんでした。この日の1時間ほ

どの水浴びで、2羽のトキはすっ

かり黒く変わってしまいました。

案ずるより生むがやすしです。

最初のヒナが出てこない

経験のあるＩペアは順調に求愛

行動を行い、3月27日にめでたく

最初の卵を産みました。産まれた

卵は計4個、ふ卵器に入れて約28

日後のふ化を待ちました。Xデー

は4月25日の早朝、この日ばかり

は飼育員が泊りがけで立ち会うこ

とになりました。

トキのヒナは卵に穴を開けて

（はし打ち）から32～38時間でふ

化します。もし

36時間を過ぎて

も大きな進展が

ない時には、殻

を破ってふ化を

助けてやらなく

てはなりませ

ん。最悪の場合、

卵の中で死んで

しまうこともあ

るからです。

翌朝5時、立

ち会っていた野田君から連絡が入

りました。「まだふ化しません。変

化がないんです。」夜ほとんど眠れ

なかったという野田君は暗い声で

話しました。

「最初のヒナなのに、注目の第

1子なのに出てこない。ちくしょ

う、なんてこった。」ぼやきながら

車をとばして動物園に着いたのが

6時過ぎ、目安のはし打ちから36

時間、午前7時まで時間はもうあ

まりありません。意を決して卵の

殻を破り、ヒナを取り出したのは

午前7時31分、はし打ちから約36

時間半後のことでした。

これがくせになったのか、今シ

ーズンは逆
さか

子
ご

のヒナを含め、全部

で4羽のヒナを介助してふ化させ

ました。今から思えばちょっと心

配しすぎだったかもしれません。

新婚ペアのがんばり

すでに実績のあるＩペアに比べ

て、今回初めての繁殖となるXペ

アはちゃんと卵を産むか、無事に

ヒナがかえるか、とても心配され

ました。実は夫婦とはいいながら、

2羽が一緒になったのは、いしか

わ動物園が最初。まったく初対面

のペアだったのです。おまけにオ

スの方が経験不足で、交尾がうま

くできないようでした。これで有
ゆう

精
せい

卵
らん

が産まれるのかと、ずいぶん

心配したものです。しかし、やる

時はやるものです。取り上げた卵

トキ、最初の繁殖期をふりか
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繁殖羽に変わったＩペア
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はちゃんと有精卵で、3羽のヒナ

が無事にかえったのでした。最初

の繁殖としては上出来です。

このヒナの中には、体重43gと

言う小さなヒナもいて、佐渡トキ

保護センターのW獣医からは「そ

んな小さなヒナは育ったことがな

いです。」と言われ、「こりゃ、死

亡記者会見か」と緊張したもので

す。あれから3ケ月、今はすっか

り大きく育ったヒナですが、シロ

トキなど近縁種の小さなヒナを育

てた経験が役に立ったかな、と考

えています。

夫婦の意欲に負けた

2組のペアからそれぞれヒナが

育ち、これで今年の産卵はお終い

と、擬卵を抱かせた時のこと。普

通、親鳥は偽の卵を抱くと産卵を

ストップします。Xペアもしっか

り擬卵を抱きました。ところがＩ

ペアは擬卵を見破り、「こんなもの」

と、クチバシでくわえて巣の外に

捨ててしまいました。もう一度擬

卵を入れても同じように捨てられ

ました。

このままでは産卵してしまうと、

今度は思い切って巣を取りはずし

ました。これでもう産卵はできな

いはずでした。ところが、Ｉペア

は地面に残っていた巣材をかき集

め、自分たちだけで巣を作り、3

個の卵を産んで自然繁殖を始めた

のでした。

結局、この自然繁殖は失敗した

のですが、私たちはこの夫婦の繁

殖意欲に完全に負けてしまいまし

た。

育たなかったヒナ

順調に見えたヒナの飼育も、一

つだけ残念なできごとがありまし

た。1羽のヒナが育たなかったこ

とです。そのヒナはふ化後16日目

を過ぎると、エサを食べなくなり

ました。最初は私たちも楽観的に

考えていたのですが、食はだんだ

ん細くなり、弱っていくようでし

た。

そして、5月27日の朝、トキ班

の藤井君から緊迫した連絡が入り

ました。「かなり弱っています。危

険です。」すぐに獣医が処置をした

ものの、結局このヒナは助かりま

せんでした。解剖の結果は、慢性

心不全による循環器障害。生まれ

つき心臓が悪かったようでした。

そのせいで腹水がたまり、食欲が

なかったのです。

がんばり過ぎです

6月2日、3日、佐渡で開かれた

トキ飼育繁殖専門家会合の席上で、

N君が今シーズンのいしかわ動物

園の繁殖結果を報告してきました。

佐渡トキ保護センターのK獣医に

は「いしかわ動物園の繁殖成績は

8羽、がんばり過ぎですね。」とあ

りがたいお言葉をいただいたとか、

私たちには何よりのほめ言葉でし

た。K獣医は「最初だから、ヒナ

は4羽ぐらいだろう」と考えてお

られたようです。

いろいろなことがおきた最初の

繁殖期でした。なんでこんなにい

ろいろ起きるのかと、天を恨めし

くも思いましたが、どれもよい経

験でした。この経験を生かして来

年以降の飼育繁殖にあたりたいと

思います。

飼育展示課　主任　竹田伸一
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自然繁殖を行なったＩペア

ヒナの体重測定 自力で採食する幼鳥
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8羽のヒナが巣立ちました

平成22年4月25日、石川で記念

すべき第1羽目がふ化してから、5

月28日までの約1ヵ月に合計9羽の

トキのヒナが次々に誕生し、8羽

のヒナが人工育
いく

雛
すう

によって元気に

巣立ちました。現在（9月）、ヒナ

たちは親鳥と大きさは変わらない

くらいに成長しています。あとは

顔の色が黄色から赤色に変化し、

換
かん

羽
う

（羽の生え換わり）が完了す

れば立派な大人の仲間入りです。

みなさんがこれを読まれているこ

ろにはすっかりきれいなトキ色に

なっていることでしょう。

卵だって毎日大変

さてここではヒナたちがどのよ

うに育ったかを主に紹介したいと

思います。しかし、まずは卵をか

えさなければなりません。卵はふ

卵器（卵を温める機械）で温度

37.3℃、湿度50～55％で温め、約

28日間でふ化しました。ただふ化

するのを待つのではなく、毎日朝

夕の2回、5分間の放冷（ふ卵器の

電源を切り、扉を開けて卵を冷や

し換気する）と同時に180度手動

で転
てん

卵
らん

しました。これは親鳥も抱

卵しながら立ち上がって卵を何回

もクチバシで転がすのを再現した

ものです。卵は日数が経つにつれ

水分が蒸発して軽くなるため、卵

重減少量も同時に毎日測定しまし

た。1日で約0.25～0.35gの範囲で

卵重が減少していくとうまくふ化

しました。言い換えると範囲外の

値が続くと中止卵や無精卵である

可能性が高くなるということです。

そして、ふ化予定日の2日前また

はピッピング（ヒナが気室の膜を

破る）が確認できたら、ふ化専用

器（ハッチャー）へ移動させます。

ハッチャーは温度37.0℃、湿度

70％に設定し、内部にCCDカメラ

を取り付けることによって、見事

にふ化の瞬間の映像を撮ることが

できました。はし打ち開始からふ

化までは約32～36時間かかりまし

た。

ヒナを育てるには

ヒナの餌は約1ヵ月間、流動食

を与えます。流動食の原料は、親

鳥も食べている馬肉人工飼料（馬

肉のひき肉、煮ニンジン、ゆで卵、

トキ専用粉末飼料）や小松菜、イ

ヌ用のミルクなどに各種ビタミン、

ミネラル、カルシウムなどを加え、

ミキサーにかけて作ります。作っ

た餌は一度冷凍することによって

殺菌、保存します。使用するとき

はこれをお湯につけて解凍し、人

肌に温めて給餌します。給餌の際

はシリンジ（注射器）の先端を改

良（針を装着する部分を切断）し

たものを使用し、1、2.5、5、10、

20mlのシリンジを成長段階別に使

用しました。ヒナの巣皿はハト用

の巣皿を使用し、これにペーパー

タオルと滑り止めマットを敷いた

ものを使用しました。滑り止

めマットはヒナが滑って股が

開いてしまうのを防ぐためで

す。近縁種では何回か足の障

害が起こりましたが、今回は

このマットを使用したため1

羽も足の障害が出ませんでし

た。

4

トキ、ヒナの人工ふ化、育
い く

雛
す う

の

卵重を毎日測定 ふ化専用器、間もなくヒナ誕生

ふ卵器、出し入れは慎重に

ほうれい
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いよいよ人工育雛スタート

ふ化したヒナは半日でふ卵器か

ら出し、育雛器へ移します。育雛

器の温度は36℃から始め1日1℃ず

つ（午前、午後各0.5℃ずつ）下げ

ていきました。ヒナはふ化して数

日は体内に卵黄をもっているため、

ふ化当日は脱水を防ぐために3mlの

み流動食を給餌しました。さあふ

化翌日からが本格的な給餌の始ま

りです。まず1日の始めにするこ

とは体重を測定することです。そ

れは体重によって1日の給餌量の

目安を決めるからです。この給餌

量を4回に分けて約3時間おきに給

餌しました。ふ化時の体重は約50

～60gです。1～11日齢までのヒナ

は体重の60～70％を1日の給餌量

とし、7日齢からは流動食に加え、

お湯に通して滑
ぬめ

りをとり柔らかく

したドジョウも与えました。

育雛室へ移動

12日齢からは育雛器から育雛室

という室内の保温された部屋へ移

動します。遠赤外線のヒーターを

天井よりつり下げ、ヒーターにサ

ーモスタットを取り付けることに

よって温度は20℃～25℃に保つこ

とができました。巣皿はハト用の

ものから洗面器へ換えました。ま

た、12～14日齢の1日の給餌量は

体重の50～60％に徐々に減らして

いきました。15日齢からは、いま

まで底なしの食欲をみせていたヒ

ナたちも、この頃から給餌後はも

う要らないと下を向き始める個体

も出てきます。この時期より栄養

過多により翼が垂れるエンゼルウ

イングという症状が出始めた個体

がいたため、1日の給餌量は40％

に減らし、要求しなくなったら定

量に達してなくても給餌を止めま

した。こうすることによりエンゼ

ルウイングを治すことができ、そ

の後は症状が出る個体もありませ

んでした。25日齢からは少しずつ

歩行が可能になるので、洗面器か

ら出して運動させました。天気が

良ければ保養ケージという屋外ケ

ージに日中のみ出しました。

保養ケージから巣立ちまで

30日齢からは保養ケージという

屋外ケージに終日出し、運動や水

浴びを行うようになり、3回給餌

にして餌量を減らしていくことに

よって自力採食を促しました。数

日すると洗面器内に泳がしたドジ

ョウを食べ始めました。この時体

重は1kgを超えており、親鳥に見

劣りしないぐらいになっています。

45日齢ぐらいで室内で飛べるよ

うになると、いよいよ親鳥たちが

いる繁殖ケージ内の予備室へと移

動となり、巣立ちとなりました。

しかし、ドジョウは食べるけど、

ペレットや馬肉人工飼料は自力で

は中々食べてくれませんでした。

そこで、ミルワームやワカサギの

切り身を混ぜると、すぐに食べ始

めました。来年はもっと早い段階

で完全自力採食ができると思いま

す。

今年8羽ものヒナを育てること

ができたのは佐渡トキ保護センタ

ー、多摩動物公園の方々のご指導、

アドバイスがあったからこそ実現

しました。この場を借りて心から

感謝申し上げます。

5

工夫 飼育展示課　技師　藤井匠也

元気いっぱいに餌を要求する7日齢のヒナ

まだまだ甘えん坊の巣立ち直後のヒナ

育雛室のヒナたち
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人間の兄弟がみなそっくりでは

ないように、9羽生まれたトキの

ヒナにも個性がありました。ここ

ではヒナたちの個性に注目してみ

ましょう。

介助ふ化

皆が緊張して誕生を見守った1

番目のヒナは、ふ化予定時刻を過

ぎても自力で殻を破ってこなかっ

たのでピンセットで介
かい

助
じょ

してふ化

を迎えました。後になって思えば、

このヒナは通常にふ化したヒナと

比べたら初期の餌要求が若干弱か

ったと思います。3日ほど経つと、

元気に餌を要求してくるようにな

ったので特に心配もすることなく

育てることができました。その後

も介助ふ化がありましたが、最初

の数日を乗り切ると全く問題なく

育つようでした。多摩動物公園や

佐渡トキ保護センターの皆様から

は、生後数日が最も死亡率が高い

と聞かされていましたので、ヒナ

が小さい時は頻繁に

様子を見て、生きて

いるかひやひやした

ものです。

低体重個体

続々とヒナが生ま

れて、小さいヒナへ

の給餌にも慣れてき

たころに、ある卵が

ふ化間近になっていました。この

卵はXペアの産んだ卵で、いしか

わ動物園では通算6個目の有精卵

でした。通常トキの卵は70～80g

あるにも関わらず、この卵は

62.85gしかなかったのです。おそ

らくこの卵はかえらないだろうと

思っていたのですが、なんと順調

に発生が進み、わずか43.61gのヒ

ナが誕生しました。佐渡では

「45g以下で生まれたヒナは育たな

い」と教わっていたので、このヒ

ナを育てるのは難しいかもしれな

いと思いました。実際に再び佐渡

に問い合わせても、45g以下で育

った例はないとの事でした。いし

かわ動物園初のヒナ死亡の記事が

新聞に載ってしまうのかな、と一

瞬考えましたが、この小さいヒナ

は驚くほど大きな声で鳴き、餌を

要求してきたのです。よくよく考

えてみれば、私たちが昨年まで人

工育すうしていた近縁種のヒナは、

40gほどで生まれています。同じ

要領でやれば、うまく育つかもし

れません。小さいヒナは、給餌公

開をせずに、時間をかけて慎重に

給餌をしました。すると、他のヒ

ナよりも1日分体重が少なかった

ものの、餌をしっかりと食べて7

日齢には他のヒナと全く変わりな

くなってきました。こうして、

43gで生まれたトキのヒナは無事

に巣立ちを迎え、最小記録を更新

したのです。

死亡個体

すくすくと育つヒナの給餌に追

われる中、悲しい出来事もありま

した。4番目に生まれたヒナが16

日齢に突然餌を欲しがらなくなっ

たのです。他のヒナは規定量に達

するまでギャーギャー鳴いてエサ

を要求しているにもかかわらず、

トキ、いろいろなヒナがうまれ

弱々しいヒナもしっかり食べれば育つ

6

介助ふ化は人も緊張する

元気だった頃のヒナ



特集3 てきた

この個体だけ、半分も食べないう

ちにぴたっと鳴きやんでしまいま

す。このままでは体重が伸びずに

発育不良になってしまうので、佐

渡トキ保護センターのアドバイス

の下、給餌回数を増やしてみまし

た。

通常1日4回の給餌を行っていま

すが、この個体だけ6回から12回

に分けて少量ずつ給餌を行いまし

た。多数回給餌で何とか体重は増

加していましたが、25日齢でつい

に全く欲しがらなくなりました。

私たちは症状から食滞
しょくたい

を疑い、消

化酵素を餌に混ぜて与えたり、佐

渡に再び電話相談をして、かつて

効果があったといわれるブドウ糖

溶液を飲ませたりしました。しか

しながら27日齢でついに死亡して

しまいました。

解剖の結果、慢性心不全が原因

の循環器障害を起こしており、多

量の腹水が認められました。食滞

だと思っていた症状は、お腹に水

がたまっていたために食欲がなか

ったのです。結果的にこのヒナは

死亡してしまいましたが、10日間

の試行錯誤の治療体験は、来年以

降の育すうにきっと役立つと思っ

ています。

白色個体

ここまでに紹介したヒナたちの

「個性」は、見た目でははっきり分

かるものではありませんでしたが、

1羽だけ強烈な個性を持っていた

ヒナがいました。通算8羽目のヒ

ナで、Ｉペアの子です。通常トキ

のヒナは皮膚が黒く、幼鳥の羽は

灰色をしているのですが、このヒ

ナは皮膚が黄色で羽は白色でした。

育つにつれ、どうも普通ではない

ぞということで、佐渡や多摩に写

真を送って見てもらいましたが、

みなさんこれまでに見たことがな

いとおっしゃいます。ひょっとし

て突然変異の色変わりではないか

と、注意深く観察を続けることに

しました。

その後の情報で、中国で白いト

キが生まれたことがあり、体が小

さく弱い個体であるという記録が

ありました。幸いこ

の個体は元気に育っ

ており、中国の白い

トキと同じかどうか

もまだ分かっていま

せん。幼鳥の羽にな

った頃に他のヒナと

一緒にすると、一段

と白さが目立ってい

ました。

現在トキのヒナた

ちは幼鳥の羽から成

鳥の羽へと換羽が進

んでいます。この白

いトキが成鳥になっ

たときに、どのよう

な色になるのか興味

があります。ひょっ

としたら普通のトキ

になってしまうかもしれませんが、

幼鳥時に白い羽をしているちょっ

と変わった遺伝子を持った個体な

のかもしれません。

9羽のヒナはそれぞれに個性を

持って生れてきました。死んでし

まった1羽を除いて8羽のヒナが現

在元気に暮らしています。このう

ち4羽は佐渡に送られ、ひょっと

したら将来野生復帰個体に選ばれ

るかもしれません。石川生まれの

トキが日本の空を飛ぶ日は、そう

遠くないと思っています。今年の

繁殖期に得られた経験を生かして、

来年以降もトキの育
いく

雛
すう

を成功させ

ようと思います。

飼育展示課　技師　野田英樹

色の白いヒナ、皮膚が黄色

白いヒナ（左）は正羽も白い
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GRAPH グラフ 

トキの繁殖アルバムから

3月の末、人工の巣台に自分たちで
巣材を運び、巣を作りました。卵
はニワトリより大きめで斑点があ
り、1日おきに計4個を産みました。

ふ化当日のトキのヒナ。
まだ目も見えず、立つこと
も歩くこともできません。

8

4個の卵がそろったところで採卵し、ふ卵器に
いれて人工的にふ化させました。親鳥にまか
せるより、卵のふ化率も、ヒナの生育率もは
るかに高いからです。



ふ化して2ヶ月を過ぎ
るとすっかりたくまし
くなり、泳ぐドジョウ
を追いかけて水場を歩
きまわるようになり、
エサをめぐって兄弟ゲ
ンカも激しくなります。

保養ケージに移された30日目くらいの
ヒナ。すっかり大きくなったけれど、
エサはまだ自分では食べられません。

給餌を受ける2週間くらいのヒナ。これくらいになるとエサの時間に
なると大騒ぎ。飼育員の手をつついてエサをねだります。

9

ケージに移された50日
目くらいのヒナ。もう
飛ぶことはできるし、
エサも自分で食べるこ
とができる。いわゆる
巣立ちの頃。
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GRAPH グラフ 

動物園夏のアルバムから

8月5日の夕方、日本一
長寿のカバ、デカが死
亡しました。享年58歳、
人間にすれば100歳は
かるく超えている年齢
でした。デカばあちゃ
ん安らかに。

サマースクール、飼育係に挑戦の一こま。ウンチ拾いは臭かっ
たけど、大きなリクガメが手から葉っぱを食べてくれたよ。

トキ展示コーナーは大にぎわい。解説員のガイドの他、
トキのPCクイズや抱っこちゃんトキもあって子どもた
ちにも人気です。
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ヘビ使い現る。8月の裏側探検ツアーは郷土の水辺と南米の
森の管理ゾーン。特別にヘビのハンドリングを見せてもら
って、怖いやら、珍しいやら大騒ぎでした。

8月の毎週土曜日は工作教室が開かれました。
この日のプログラムは手作りうちわ教室。ぬり
絵の台紙と自由に絵を描く台紙を用意しまし
た。うまく描けたかな。

8月の土日の夜はナイト
ズー。大勢の人出に、
アジアゾウのサニーも
前に乗り出してごあい
さつです。

恒例のナイトズー。今年はヒョウ
の新展示場が加わり、人気スポッ
トが増えました。この日は天井に
ヒョウが登ってくれて、皆さん大
満足でした。



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  

6/20

6/23～24

6/23～6/25

6/23

6/24

6/25

6/27

6/28～29

6/29

6/30～7/1

6月中

7/1～7

7/3

7/4

7/4

7/4

7/8

7/9

7/10

7/10

7/10

7/11

7/16

7/17

7/17

7/18

7/20～21

7/20～8/31

7/22

7/23

7/25～26

7/25

7/25

7/25

7/26

自然クラブ「ズーキッズ」

「自然と動物と私たち（裏側編）」

中部ブロック獣医師研究会参加（福井県）

小松市立国府中学校がわくワーク実習

能美市生活科総合研究会にレクチャー

川北町立川北小学校で出張講義

能美市立辰口中央小学校にレクチャー

動物映画会「アフリカの動物」

中部ブロック飼育技術者研修会に参加

（須坂市動物園）

能美市立和気小学校で出張講義

西日本両性爬虫類研究会に参加（滋賀県）

野鳥141羽 哺乳類2頭 爬虫類1頭保護

エントランス広場に七夕飾り設置

小松市立中海小学校親子会にレクチャー

いしかわ動物園写生コンクール表彰式

（大型休憩所にて作品展示　～7/30）

友の会例会「カエル探検隊」

白山市松任茶屋町会壮年部にレクチャー

能美市老人クラブ連合会にレクチャー

能美市立和気小学校にレクチャー

トキのヒナの巣立ち完了

小松市立串小学校親子会にレクチャー

石川県立大学食品学科にレクチャー

サンデースクール「ビオトープ観察会」

金沢市立三谷小学校にレクチャー

歴史博物館企画展で出張講演

裏側探検ツアー

「アシカ・アザラシたちのうみ」

九谷小学生陶芸教室開催

トキ増殖技術現地検討会（佐渡市）参加

火曜日開園、夏休み中休園なし

県立津幡高校トキサポート隊よりドジョウ受贈

サマースクール（小3～6年生）

ライチョウ飼育研修（上野動物園）

金沢市JA師谷青壮年部にレクチャー

九谷小学生陶芸教室開催

動物映画会「トラの王国」

小松市立国府中学校、事業所訪問

7/27

7/28

7/28

7/30

7月中

8/1～9/27

8/1

8/1

8/2

8/4

8/5

8/6～10

8/7

8/7

8/7

8/8

8/8

8/8

8/8

8/10

8/10～11

8/12～17

8/13

8/14

8/14、15

8/20～24

8/21

8/21

8/21～22

8/21、22

8/21

8/22

8/23

8/25

8/28

8/28、29

8月中

サマースクール（小3～6年生）

小松市理科教育研究会にレクチャー

能美市はまなす児童館で出張講義

サマースクール（小1～2年生）

野鳥84羽　哺乳類2頭　保護

特別展「たんけん動物園」

自然クラブ・ズーキッズ

「自然の不思議体験　里山編」

能美市赤井町子ども会にレクチャー

加賀市理科教育研究会にレクチャー

県政バス「すくすくクラブ」にレクチャー

カバの「デカ」死亡する

博物館実習（東海大学）

夏休み工作教室「ストーンアート」

韓国培材中学訪日団にレクチャー

アオウミガメの保護個体を放流

サンデースクール「動物園を写そう」

能美市宮竹町にて外来魚駆除

ナイトズー、エコキャンドル、竹灯籠など設置

園内に授乳室を新設

小松市教育研究会環境部会にレクチャー

トキ飼育繁殖専門家会合に参加（出雲市）

インターンシップ受入（石川県立大学）

動物慰霊祭

夏休み工作教室「プラ板作り」

ナイトズー

博物館学芸員実習（広島大学）

夏休み工作教室「ヒツジを作ろう」

飼育施設見学（富山市ファミリーパーク）

「いしかわ環境フェア2010」へ出展

ナイトズー

裏側探検ツアー「郷土の水辺・南米の森」

動物映画会「穴にすむ動物」

県議会、総務企画委員会来園

国際ペットビジネス専門学院にレクチャー

夏休み工作教室「うちわ作り」

ナイトズー

野鳥　50羽　哺乳類3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 

 

 

どうぶつ映画会 
　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。 

今後の予定 

  10月24日、11月28日、12月26日 

サンデースクール 
毎月第2日曜日、午後1時～2時 

　毎回テーマを決めて、動物につい

て楽しく勉強します。小学生以上、

定員30名。参加費は無料ですが、入

園料が必要です。 

 

今後の予定 

  10月10日、11月14日、12月12日 

裏側探検ツアー 
　　毎月第3土曜日、 
　　　　午前11時から30分程度。　 
　普段見学できない動物舎の管理ゾー

ンを探検します。定員20名。要予約。

探検できる動物舎は毎回違います。 

今後の予定 

 10月16日、11月20日、12月18日 

動物体重当てクイズ  
 

　11月3日（祝）園内の大型休憩所

で動物体重当てクイズを実施します。

午前と午後、それぞれ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」  
　毎日時間を決めて、飼育職員が動

物に給餌しながら解説します。動物

園入り口で時間をお知らせしている

ほか、園内放送でもご案内いたしま

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

って中止になる場合もあります

ので、ご了承ください。 

今号は一冊丸ごとトキの特集。トキの繁殖報告でまとめてみ

ました。めでたい話で終るはずでした。ところが、カバのデカ

ばあちゃんが突然逝ってしまいました。8月5日午後4時過ぎ、

直前まで元気に食事をしていたのに、担当者が気づいたときに

はプールの中に静かに横たわっていたといいます。大往生とい

う言葉がピッタリの安らかな死でした。1952年生まれとされ

る推定58歳の日本一長寿のカバで、石川県に来てからでも48

年。最初に歓声を上げた子ども達が、今ではお孫さんを連れて

来る、そんなふうに親しまれたデカばあちゃんでした。合掌。

（竹田）
次号は1月発刊予定
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