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表紙のことば

ホオジロカンムリヅル

動物はそれぞれすんでいる環境に合わせて

色や形を変化させてきました。裏を返せば、

そこにいるのが最も似合うということでもあ

ります。極地の動物には澄
す

んだ空気と斜
しゃ

光
こう

線
せん

が、日本の動物には湿気
しっ け

を含
ふく

んだ柔
やわ

らかい光

線が、アマゾンの動物には太陽と植物が作る

強いコントラストが、と言う様に。ホオジロ

カンムリヅルはアフリカの鳥です。強烈
きょうれつ

な太

陽が似合います。でも、ここではそんなもの

望むべくもありません。そこで少しでもアフ

リカっぽくなればと思い、真夏の夕方、西日

が当たっているところを狙
ねら

ってみました。暑

くて大変でしたが、彼らはごく普通にしてい

ました。さすがはアフリカの鳥です。

（写真、文　田島一仁）



シロテテナガザルの家族はとても仲がいい。ルーク

（父，左）とサクラ（母，左から2頭目）、クク（長男，

右）とキキ（次男，右から2頭目）の4頭は何をするの

もいっしょだ。

正式な名前はな

いが、ここでは

仮にサクラ一家

としておこう。

担当者に言わせ

ると、サクラ一

家はいろんな意

味で理想的な家族だそうだ。

シロテテナガザルは家族単位で暮らし、ペアは一夫

一妻で生涯相手を変えることはない。オスメスともに

子育てをし、上のコドモも下の子の面
めん

倒
どう

を見る。家族

のつながりがとても強い動物だ。

最近、人間界では子どもの生活態度や家族とのつな

がりを心配して、「早寝早起き朝ごはん、家族そろって

晩ごはん」と、標語を作っている。

「なにそれ、当たり前のことじゃないの」、サクラな

らきっと鼻で笑うんだろうな。サクラ一家って標語の

まんまだから。人間が動物に見習うことって多いなぁ。
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動 物 園 百 景 
シロテテナガザル　家族の風景

2009年12月　家族で食事

早寝早起き朝ごはん、家族そろって晩ごはん

たがいにグルーミングするサクラ一家
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寒かった冬も終わり、動物園が

にぎわう季節がやって来ました。

春は天気もまったりと穏
おだ

やかでポ

カポカ暖かく、動物たちもうきう

きと動き出します。それではアニ

マルあいズ編集部お勧
すす

めの、春の

動物園の見どころをご案内しまし

ょう。

アミメキリンの赤ちゃん

今年の春の注目はアミメキリン

の「キズナ」君です。昨年11月22

日に生まれたオスのコドモで、11

月22日の「いい夫婦の日」にちな

んでキズナと名づけられました。

担当者によると、オスだけあって

元気いっぱい、やんちゃ坊
ぼう

主
ず

みた

いですよ。すでに身長は2mを超
こ

え

ていますが、まだまだお母さんの

そばが好きなコドモです。春には

展示場でのびのびくらすキズナ君

を見られるでしょう。ご期待くだ

さい。

新しいライチョウ展示館

この後の特集2で詳
くわ

しくご紹介

する、バードストリートのライチ

ョウ展示館もこの春の目玉です。

ただし、オープンは4月末になる

予定。4月早々、この記事を読ん

で駆
か

けつけても見られません。も

う少しだけお待ちください。展示

館ではガラス越しにニホンライチ

ョウ類
るい

縁
えん

の、ノルウェー産スバー

ルバルライチョウを間近で見るこ

とができます。高山帯に行かない

と見られない、真っ白な雪だるま

みたいなライチョウが見られます

よ。

ふれあいひろばのお楽しみ

今さら説明のいらない人気の場

所、ふれあいひろばでは、ふれあ

いタイムにウサギを抱
だ

っこできま

す。さわらなければ分からない温

かな感触
かんしょく

、フワフワのウサギの感

触を感じてください。また、カピ

バラのお食事ガイドも好評です。

いつもは動きの少ないカピバラで

すが、この時ばかりは食べ物につ

られて皆さんの近くに集まってき

ます。担当者から野菜をもらって

ポリポリ、モシャモシャ。皆さん

の目の前で幸せそうに食べてくれ

ます。そんなカピバラって見てい

るだけで癒
いや

されますよね。

もう一つの人気スポット、なか

よしハウスは冬の間お休みしてい

ましたが、3月25日からオープン

しています。中ではモルモットや

よくなれたオカメインコが皆さん

を待っていて、さわったり、手に

止まらせたりすることができます。

記念写真もばっちりです。キュウ

カンチョウも「こんにちは、いら

っしゃい」と呼びかけてくれます。

気温が上がって暖かくなれば、

ケヅメリクガメやヒョウモンガメ

といった大きなリクガメも登場し

春の動物園、見どころ ご案内

真っ白なスバールバルライチョウ4月末に

は公開予定

ふれあいひろばのカピバラたちキリンの元気な赤ちゃん、キズナ君
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ます。大人しいカメなので近くで

よく見て、甲
こう

羅
ら

にさわることもで

きますよ。時間が合えば担当者と

一緒に野菜をやることができるか

もしれません。

こわいけど、
そばで見たい猛獣たち

冬の間、外に出られなかったト

ラやライオンなどは外の放飼場で

のんびりと日なたぼっこ。観察シ

ェルターからそっと覗
のぞ

くと、目の

前で寝そべっていることもあって、

時には目が合うこともあります。

「こわい、でもすごい」。おっかな

びっくりの楽しさです。また時間

を決めて行なわれるお食事ガイド

では、トラやライオンが大きな口

を開けて肉へんをガブリ、迫力
はくりょく

の

食事シーンを間近で見ることがで

きます。

大きな動物が近づく
うれしさ

アフリカの草原では、冬の間お

休みしていたお

やつタイムが復

活。土日祝日に

限ってですが、

キリンに直接お

やつをあげるこ

とができるお楽

しみの時間で

す。専用の場所

にあがると、キ

リンの大きな顔

がグーンと近づ

いてきます。こ

のうれしさ、迫

力はたまりませ

ん。ただし参加できるのは20名だ

け、応
おう

募
ぼ

者が多い場合は現場で抽
ちゅう

選
せん

になります。外れた方はごめん

なさい。

意外に知られていないのが、ゾ

ウのお食事ガイドの面白さ。飼育

係の指示に従って大きなゾウが鼻

を上げ、前へ、後ろへと動きます。

また足の裏のチェックやお手入れ

の様子も見られます。こうしたゾ

ウのトレーニングや健康チェック

は直接飼育しているから

こそ見られる光景、もち

ろん北陸ではいしかわ動

物園だけです。

以上の行事は園内放送

でもご案内しますが、入

園した時に入り口の掲示

板でぜひチェックしてお

いてください。動物園は

意外と広く、放送を聞い

てから駆けつけるのはたいへんで

す。

春の動物園には見どころがいっ

ぱいです。まわりに広がる木々の

柔
やわ

らかな芽
め

吹
ぶ

き、園内ビオトープ

の小さな草花、ここでは紹介でき

なかった動物たち、みんな皆さん

のご来園を待っています。さあ、

春ならではの動物園にいらっしゃ

い。

編集部

土日祝に催されるキリンのおやつタイム

手乗りのオカメインコ、なかよしハウスの

人気者

迫力のライオンの食事シーン
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ライチョウ飼育の意味は

昨年2010年の夏は暑かったです

ね、これからもああいうことがた

びたび起こるのでしょうか。そう

なると高山帯に生活しているライ

チョウたちはどうなるのでしょう

か。

ライチョウは、北半球の北部を

中心に生息しており、計23亜種に

分けられ、寒い気候に適応し生活

しています。その1亜種であるニ

ホンライチョウは、本州中部の高

山帯にのみ見られ、他の地域とは

完全に隔
かく

離
り

された世界の最南端に

分布しているライチョウです。地

球温暖化がニホンライチョウの生

息個体数に与える影響
えいきょう

に関する試

算によると、年の平均気温が1℃

上昇した場合、生息個体数は20年

以上前の90.0％にあたる2,651羽

に、2℃上昇した場合は、51.2％に

あたる1512羽に、3℃上昇した場

合には、602羽となると推定され

ているようです。ニホンライチョ

ウは、日本に生息する動物の中で

は、最も温暖化の影響を受ける動

物のひとつと考えられています。

このまま地球温暖化が進むと、い

ずれニホンライチョウもトキやコ

ウノトリのよう

になってしまい

ます。

そこで、ニホ

ンライチョウの

野生個体群が絶
ぜつ

滅
めつ

寸前になる前

に保全するた

め、まずその近

縁亜種であるノ

ルウェーに生息

しているスバー

ルバルライチョ

ウで飼育繁殖技術を確立させると

いうプロジェクトが始まりました。

昨年の11月上野動物園、富山市フ

ァミリーパーク、長野市茶
ちゃ

臼
うす

山
やま

動

物園、多
た

摩
ま

動物公園、大町山岳博

物館といしかわ動物園の6園館か

らなる、ライチョウ域外保全会議

が発足しました。一昨年2009年に

は、石川県白山自然保護センター

により白山でライチョウが確認さ

れていました。実に70年ぶりのこ

とで、これもいしかわ動物園での

ライチョウ飼育に向けたきっかけ

となったひとつの出来事でしょう。

現在、いしかわ動物園では、ス

バールバルライチョウを2010年11

月にオス2羽を、2011年2月にメス

2羽を上野動物園から借り受け、

飼育技術の向上に努力しておりま

す。まだ飼育展示場が完成してい

ないため非公開エリアの検
けん

疫
えき

棟
とう

に

スバールバルライチョウの展示

温暖化の影響が心配されるニホンライチョウ

スバールバルライチョウのオス、冬羽
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仮住まいをしておりますが、実際

に飼育を始めてみると、うわさ通

り、デリケートな鳥というのが、

ここまで数ヶ月間見てきた正直な

感想ですね。環境
かんきょう

の変化に弱いの

か、声がかれたり、エサを思うよ

うに食べなかったり…と、そのつ

ど飼育員が色々と工夫し試行錯
さく

誤
ご

を続けています。なんとか繁殖ま

でたどり着きたいのですが、当分

の間は順調に飼育できることに専

念し、その過程を経て、今後、繁

殖も成功させていきたいと思って

います。

このスバールバルライチョウの

飼育技術の確立を成し遂げ、他の

動物園とともに、将来はニホンラ

イチョウの保全へと針路をとりた

いと考えています。それまでには

数々の嵐
あらし

が襲うことでしょうが、

チャレンジ精神で乗り越えていけ

ればと考えています。

施設の見どころは

外見は、山小屋風のデザインで、

1歩足を踏み入れると、冬山に来

たかのように雪がちらつきます。

全館室温を20℃チョットで、高山

帯の自然環境を再現したものにな

っています。さらに踏
ふ

み入れると、

登山道を歩いているかのようにガ

ラストンネルが続き、左を向くと

山の頂を見上げ、右を向くと平
へい

坦
たん

なガレ場を見るような感じで展示

場が広がります。最初のエリアは

残雪の風景を楽し

み、ぎ岩トンネル

を抜けると、次は

夏場の風景が待ち

受けます。いずれ

の場所にも、高山

植物が植えられ、

あたかも高山に来

たかのような感覚

になるものと思い

ます。そのような

中でライチョウが

エサをついばむなどし、自然に近

い情景を間近に観察できるよう工

夫していますので、実際に登山は

…と思われる幼い子どもたちや高
こう

齢
れい

な方々、また車
くるま

椅
い

子
す

の方々にも

手軽に高山の雰
ふん

囲
い

気
き

を体験してい

ただけるものと思います。

またもうひとつの見せどころは、

園内4カ所に新設された太陽光発

電です。消費する電力の一部をこ

れでまかない地球温暖化にも配
はい

慮
りょ

し、電力消費量を最小限としてい

ます。今までいしかわ動物園が実
じっ

践
せん

してきた“環境にやさしい動物

園”というスタイルへの魅力
みりょく

がさ

らにアップしました。

オープンは4月下旬です。いし

かわ動物園の新名所になるよう関

係者一同が鋭
えい

意
い

を尽
つ

くしておりま

すので、ぜひともご観覧ください。

（どうまえ　ひろし）

飼育展示課　動物病院　堂前弘志

スバールバルライチョウのメス、冬羽

ライチョウ展示館のイメージ図
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郷土の水辺、春のアルバムから

「石川の池・沼」水そうでは大小のギンブナが見られます。
「どじょっこふなっこ」など童謡に歌われる身近な存在で
したが、最近は縁遠くなったかもしれません。

「河口の自然」水そうはのどかな春の海の
おもむきです。写真は右がメナダ、左の
2尾がボラ、どちらも「ぼら」という名
で親しまれています。

「石川の池・沼」に見られるコイ。
野生のコイは春、池や沼の浅瀬
で卵を産みます。「ばしゃ、ばし
ゃ」という水音は春の水辺の風
物詩です。
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春の小川といえばメダカです。「田園の小川」
水そうでは一年中見られますが、春になると
やはり注目してしまいます。全国的には絶滅
危惧種、数が減少しています。

「田園の小川｣水そうのドジョウです。
水そうの底にいるので目立ちませんが、
童謡「どじょっこふなっこ」「どんぐり
ころころ」などでおなじみです。

「上流の自然」水そうのヤマメ。
漢字で書くと山女。渓流の女王
とも呼ばれ、美しい姿に渓流釣
りの人たちを中心に多くのファ
ンがいます。

春一番初めに現れるカエルと言えばアカガエルです。
体色のためか地味な存在ですが、カエル展示室では
いつも地面にいる見つけやすいカエルです。
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動物園冬のアルバムから

1月8日からオープンした
「カピバラ湯」。最初は恐る
恐るでしたが、気持ちいい
ことが分かると、どっぷり
つかってとても気持ちよさ
そうでした。
入園者にも大人気で、新し
い冬の風物詩となりました。

今年はウサギ年ということで、いつものふれあいコーナー
も特別仕様になりました。

1月2日から10日まで、恒例の新春宝さがしが
行なわれました。園内のポイントでヒントを
探して、ちゃんとお宝にたどりつけたかな。
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2月の自然クラブ
「ズーキッズ」は、
雪の中の自然観察
会。雪の里山をカン
ジキはいて歩き回
り、ウサギなどの足
跡を探しました。

2月11日、アミメキリン
の赤ちゃんの命名式が行
なわれました。昨年11月
に生まれたオスの赤ちゃ
んの名前は「キズナ」君
に決まりました。

今年の年賀状の最優秀作品は
シロテテナガザルを描いた山
岸由美子さんの作品でした。

2月3日、金沢港で座礁した貨物船から重油が漏れ出し、海鳥に
被害が出ました。いしかわ動物園は保護収容先として海鳥の保
護に協力しました。写真はアカエリカイツブリ。
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ウサギ
飼育展示課　ふれあいひろば担当　高島裕美

シリーズ

動物園の住人たち

多くの人は「ウサギ」と言うと、

体は白くて目が赤い、あるいは童

話「ピーターラビット」に出てく

る茶色い毛色のウサギを思い浮か

べると思います。一言でウサギと

言っても、ノウサギやアナウサギ、

カイウサギなど色々な種類のウサ

ギがいます。

ノウサギは日本でも各地に生息

していて、北海道や日本海側の積

雪地帯にいるトウホクノウサギは

春～秋は茶褐色
ちゃかっしょく

、冬は白色と体毛

の色が変わります。また昔から食

用として狩猟対象にもなっていま

す。

アナウサギはその名前のとおり

地中に巣穴を掘って生活するウサ

ギで、危険を感じると複雑な巣穴

の中に逃げ込みます。原産地は地

中海沿岸ですが、今は人
じん

為
い

的
てき

に移

入されてヨーロッパ各地やオース

トラリア、ニュージーランドでも

生息しています。

カイウサギはアナウサギを家
か

畜
ちく

用に改良されたものです。ピータ

ーラビットのモデルになっている

「ネザーランドドワーフ」や、耳が

垂れているのが特徴
とくちょう

の「ロップイ

ヤー」など、皆さんが耳にした事

のある品種のウサギはカイウサギ

をペット用としてさらに品種改良

を重ねたもので、愛
あい

玩
がん

用としても

人気があります。

ペットとして改良されたウサギ

は体温調節が苦手です。主に耳か

ら体の熱を発散しているのですが、

体温は平均38～40度もあります。

夏の暑さに弱く、動物園で飼育し

ているウサギ達も夏には日
ひ

陰
かげ

の風

通しのいいコンクリートの上で伸

びているのをよく見ます。では冬

に強いかというとそうでもなく、

気温が低い日はあまり動かずに何

頭もくっついて団子になって暖を

取り合っています。

動物園では耳垂れや体が大きい

ものなど、色々なウサギ達を飼育

していますが、全て色々な品種を

かけ合せた雑種です。耳垂れや白

ウサギはやはり人気があります。

また動物園で飼育している個体に

は全部に名前をつけてあります。

例えば産まれた月にちなんだもの

や果物やケーキの名前などです。

ふれあいタイムの時には写真入り

の名前カードも壁
かべ

に貼
は

ってあるの

で、ぜひ名前を覚えてあげてくだ

さいね。

ちなみに、ペットショップで一

般的に「ミニウサギ」として販売

されているウサギも大半が雑種で

す。成長すると動物園で飼育して

いるのと同じ位まで大きくなりま

す。

人気のあるのはやはり白いウサギ

たれ耳のウサギも人気もの模様の入っているウサギもなかなかかわいい
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飼育係に育てられてきたチンパ

ンジー「イチゴ」は今年で3才に

なりました。毎日元気に過ごして

いますが、飼育係が時間を取れな

い時は、とても寂
さび

しそうな声で呼

び止めることがあります。1日の

大半を一頭で過ごしているイチゴ

にとっては寂しくなるのは当然の

ことです。この寂しさを解消する

ためには、両親のもとへ返すこと

が一番良いと判断し、まずは母親

の「メロン」、弟の「ハロー」とお

見合いさせることにしました。

お見合いの場所はチンパンジー

たちが移動するシュートと呼ばれ

る地下通路で、透
とう

明
めい

な板を取り付

けた仕切り越しに行いまし

た。最初イチゴは近づいてく

るメロンを恐
こわ

がって飼育係に

抱
だ

きついて離れませんでし

た。そのうちメロンが距
きょ

離
り

を

取ると、好
こう

奇
き

心
しん

旺盛なハロー

が寄って来ました。自分と同

じような大きさのイチゴに興

味を持ってくれたようです。

しばらくしてイチゴをシュー

トに残し、様子を見ていると、イ

チゴもハローに近寄りはじめまし

た。どうやらお互いに悪い印象は

なかったようですが、肝
かん

心
じん

のメロ

ンはというと、少し離れたところ

で見守っている様子でした。飼育

係としてはもっとイチゴに対して

反応して欲しかったところですが、

最初の段階としては上々と言える

でしょう。これからも時間をかけ

てイチゴの群れ復帰を目ざしてい

こうと思います。

シリーズ

動物園うらのうら

シリーズ

動物園うらのうら

暖かい季節にふれあいひろばで

暮らしているケヅメリクガメとヒ

ョウモンガメに赤ちゃんが生まれ

ました。ケヅメ

リクガメは昨年

の9月と12月に38

個、ヒョウモン

ガメは7月と9月

に23個産卵した

ので、それぞれ

ふ卵器に入れて

温めていました。

鳥類の卵は20

～30日でふ化す

るものが多いのですが、リクガメ

はふ化までに100～150日かかりま

す。また、カメには卵が育つ温度

で性別が決まるという変わった性

質があるので、温度の違うふ卵器

をいくつか用意しました。生まれ

て来た子ガメの性判別が可能にな

るのは数年後になりそうですが、

はたしてどのような結果になるで

しょう。子ガメたちは親ガメより

も寒さに弱いため、外に出られる

期間は短いですが、今年の夏には

園内で展示しようと計画していま

す。ミニチュア模型のようなかわ

いらしい姿で歩く姿もよくみると

迫力
はくりょく

がありますので、デビューす

るのを楽しみにお待ちください。

ヒョウモンガメ（左）とケヅメリクガメ（右）の赤ちゃん

ハロー（奥）とお見合いするイチゴ（手前）、恐いの

か担当の手を握ったまま

飼育展示課　チンパンジー担当　新谷純弘

飼育展示課　トキ、リクガメ担当　野田英樹

リクガメの赤ちゃん

イチゴのお見合い
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12/1～2/28

12/4

12/5

12/5～6

12/9

12/9～10

12/11

12/12

12/12

12/15～1/15

12/17

12/18

12/26

12/27～1/10

12/29～1/1

12月中

1/2

1/2～7

1/2～10

1/5

1/8

1/9

1/11

1/14～21

1/15

1/16

1/16～2/14

1/22

1/23

1/26～27

1/29

1/31

1月中

レストラン冬期休業

ライチョウ飼育展示施設起工式

穴水ライフサポートセンターへ講師派遣

ペンギン会議に参加（東京都）

石川県博物館協議会実務担当者会議開催

水鳥救護研修会参加（東京都）

アミメキリンの赤ちゃん一般公開

上野動物園よりボアコンストリクター搬入

サンデースクール「年賀状を作ろう」

干支展「ウサギ」開催

高岡市での鳥インフルエンザ発生を受け

園内感染症対策を策定、実施

松本環境大臣、近藤副大臣来園

裏側探検ツアー「ネコたちの谷」

どうぶつ映画会「南極と北極」

正面ゲートに門松設置

年末年始休園

野鳥6羽　哺乳類2頭　保護

新春、仕事始め

動物たちへ年賀状を送ろう

どうぶつえん宝さがし実施

チンパンジー「イチゴ」3才誕生日

カピバラ湯オープン

サンデースクール「ウサギを調べよう」

トキ若鳥収容ケージ工事完成

帝京科学大学博物館実習生、受入

裏側探検ツアー

「アシカ・アザラシたちのうみ」

年賀状優秀作品表彰式

年賀状優秀作品展開催

ESD石川シンポジウムに講師派遣

どうぶつ映画会「チンパンジーの世界」

佐渡トキ保護センター金子獣医、来園

トキ飼育専門家会合に参加（新潟県）

受験生応援カード配布

レッサーパンダ、シロテテナガザル、カピバラ

能美市辰口中学校に講師派遣

動物園内積雪1m10cm

野鳥11羽　哺乳類2頭　保護

2/1

2/2

2/3

2/3～4

2/3～3/7

2/4

2/5

2/6

2/7

2/7～8

2/10

2/11

2/13

2/14～28

2/16

2/19

2/23

2/24～25

2/25

2/27

2月中

3/3

3/4

3/8～9

3/9～10

3/10

3/11

3/12

3/13

3/19

小松市中海中学校に講師派遣

内灘町向粟崎小学校に講師派遣

島根県出雲市農林政策課、三木主事来園

水族館技術者研究会に参加（岐阜県）

受験生のための合格応援カード配布

県獣医師会家畜衛生講習会に参加

内灘町鶴ヶ丘小学校に講師派遣

自然クラブ「ズーキッズ」

「自然の不思議体験、里山編」

日本環境情報センター植松獣医、

民主党山崎議員、来園

中部園館長会議に参加（愛知県）

能美市根上中学校に講師派遣

上野動物園よりスバールバルライチョウ搬入

アミメキリンの赤ちゃん命名式

応募353票の内、98票で「キズナ」に決定

サンデースクール「巣箱作り教室」

加原和夫氏作品展開催

動物園と動物を描いた水彩画展

川北町中島小学校に講師派遣

裏側探検ツアー「郷土の水辺・南米の森」

券売、売店職員に接遇研修実施

中部飼育技術者研修会に参加（愛知県）

金沢市額小鳩保育園にレクチャー

どうぶつ映画会「ホッキョクグマの親子」

野鳥10羽　哺乳類3頭　保護

県農林水産振興会研修会に講師派遣

県農林水産振興会にレクチャー

金沢市浅野保育所にレクチャー

白山市光野中学校に講師派遣

日動水、参加型研修会開催

中部獣医師研究会に参加（静岡県）

加賀市環境会議にレクチャー

能美市山口保育園にレクチャー

白山市鶴来第2保育園にレクチャー

金沢市白百合保育園にレクチャー

動物園友の会例会開催

サンデースクール「白山のいきもの」

裏側探検ツアー「調理棟」



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  
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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 

 

 

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 

　4月16日、5月21日、6月18日 

日曜ひろば 
毎月第2日曜日、午後1時～2時 

　動物に関する工作教室、観察会、
勉強会、動物ゲームなど、どなたで

も参加できる出入り自由の楽しい広

場です。 

今後の予定 

　4月10日、5月8日、6月12日 

日曜トーク 
　　毎月第4日曜日、 
　　　　午後1時半から30分程度 
　毎月1回、種類を決めて飼育職員が

とっておきのお話をします。 

　対象動物は毎回変わります。 

 

今後の予定 

　4月24日、5月22日、6月26日 

「動物園写生 
コンクール」  

　4月1日（金）～4月25日（月）、

園内で動物の絵を描いてみませんか。

幼稚園、保育園、小中学生が対象です。

写生のために来園した人は入園無料

になります。入り口で指定の画用紙

をもらってね。 

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。 
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今年の冬は久しぶりの大雪でした。雪国ながら最近は雪の

少ない石川県ですが、久々に園内の積雪が1mを越え、職員も

除雪に汗を流しました。幸い人にも動物にも事故はなく、無

事に営業することができましたが、こんな大雪の中でも入園

者ゼロの日が一日もなく、どんな日でも必ずお客様がいらっ

しゃったのが感動的でした。

※校正中に大災害が発生しました。

東北地方太平洋沖地震の被害にあわれた方々や、被災園館

に心からお見舞い申しあげます。がんばれ！みんな心の底か

ら応援しています。

（竹田）

次号は6月発刊予定
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