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表紙のことば

ライチョウ

いしかわ動物園に新しい施設がオープンし

ました。その名は「ライチョウの峰」。その名

の通り、ライチョウがいます。高山植物も一

緒に展示されています。背景の絵もそれっぽ

く、山でライチョウを見たらこんな感じとい

う気がします。なかなか手の込んだ立派な展

示です。しかし、見る分には良いのですが、

維持管理するのは初めてのことだらけで、大

変です。ところで、初めてといえば表紙の写

真、初めてデジタルを使用しました。暗い場

所でストロボを使いたくなかったからです。

デジタルは発色が不安定なので仕上がりが

少々心配です。新しいものには何かと不安や

困難が付き物です。

（写真、文　田島一仁）



今年のトキの繁殖期は、人工ふ化させたヒナを親に預けて育てさせる自然育すうが行われた。親鳥にふ

化させるよりも安全確実で、野生に放した時には、人が育てたものよりもペアになりやすいと言われてい

るからだ。

ただオスのひかるは卵を巣から放りだした前歴がある。「もしかしたらヒナも」、しかし担当者の心配を

よそに、Iペアの2羽は巣に入れられたヒナをかいがいしく世話し始めた。自然育すうの試みは大成功だっ

た。鳥の中にはオスがまったく子育てに参加しない種類もあるが、トキは積極的に参加するタイプ。ヒナ

にエサを運ぶし、メスが巣を離れれば代わりにヒナも抱く、オスとメスが力を合わせてヒナを育てていく

種類だ。

「男らしいって、イクメンってことさ」。エサをねだるヒナたちの側で、写真のひかるは胸を張っている

ように見える。時代の先を行く今風の父親だ。

1

動 物 園 百 景 
トキ　子育ての風景

子育て中のIペア　右オスひかる、左メスももか　2011年5月14日　

男らしいって、イクメンってことさ
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去る4月24日、『ライチョウの峰』

がオープンしました。昨年11月8

日に上野動物園から2羽のオスの

スバールバルライチョウがやって

来ました。約半年いろいろありま

したが、ついにこの日にこぎ着け

たのです。その最初の顛
てん

末
まつ

は前号

で堂前獣医が書いたので、今回は

その後を書いてみようと思います。

メスの飼育と試行錯誤

2月10日に同じく上野動物園か

らメス2羽がやって来ました。と

ころが、このメスがエサを食べな

いのです。ウサギ用ペレット、コ

マツナ、スイバなど、上野や富山

で与えられているものをやっても

ほとんど食べません。これではい

けないと、近所のスーパーへいき、

イチゴ、ブルーベリー、ベビーリ

ーフ、菜の花、ホウレンソウなど

を買ってきて与えてみました。こ

れらはいくらか食べたものの、依

然としてフンの状態は一向に良く

なりません。そうこうしていると、

メス2羽のうち1羽がほとんど何も

食べなくなりました。もう最後の

手段と、ミールワームを与えてみ

たところ食べたので、1日10匹程

度食べさせました。水に栄養剤を

混ぜたりもしました。しかし3月

17日、残念ながら朝来て

みると、その鳥は動かな

くなっていたのです。

その後、ノルウェーの

文献を訳したものを読ん

だところ、ノルウェーで

は最初、ニワトリに与え

ているような栄養価の高

いものを与えて失敗し、

自然界で食べているよう

な栄養価の低いものに変

えたらうまくいったとい

うことが書かれてあり、

栄養価の高いものを与えるのをや

め、春が近づき大きくなり始めた

シダレヤナギの花芽を与えてみた

ところ、食欲が上がり、フンの状

態も良くなってきました。また、

落ち着くようにとケージを暗くし

ていたのを、明るさが足りないの

では、と考え、なるべく明るくな

るようにしました。そうこうする

うちに何とか残りのメスは元気に

なってきました。

さて、3月26日に今度は富山市

ファミリーパークからオス2羽が

やって来ました。共に去年生まれ

のまだ1才になっていない若い個

体です。この2羽はなぜか非常に

元気が良く、エサを替えようとケ

ージの扉を開けるとそのまま飛び

出してきたりします。

いよいよ新施設の
オープン

そんなこんなで、新しい住居、

「ライチョウの峰」も完成した4月

15日、4羽のオスと1羽のメスを引

っ越しさせました。オスは1羽ず

つ展示室内のケージに、メスは裏

のストックヤードのケージに入れ

ました。オスはその翌日から、少

しずつ展示室に慣れさせるため、

放飼を始めました。最初はあまり

動かなかったのですが、慣れてく

るとかなり動き回るようになりま

ライチョウの峰オープン

新飼育舎に移動したばかりの頃、白い羽毛

のメス

10日もたつと換羽が進み始めた

展示室の中のライチョウと高山植物ミヤマオダマキとハイマツ
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した。ただ、ここでも性格が出て、

富山から来た2羽は休む時間がな

いくらい動き続けるのに、上野か

ら来た2羽はあまり動かずじっと

目をつむって寝ていることが多い

のです。

それと、この施設は本物の高山

植物を一緒に展示しているのです

が、植物を鳥の近くに置いたらあ

っという間に食べられると予想し

ていたのに、最初は少し食べたも

のの、その後全く植物には関心を

示さなくなりました。植物を食べ

ないことは、鳥と植物の共存展示

としては良いのですが、どうして

食べないのか不思議です。

メスの換羽とエサ選び

ところで、裏で飼っているメス

ですが、そこに入れた途端、夏羽

に変わり始めました。それはもう

劇的なもので、日に日に茶色くな

っていきます。1日休んで次の日出

てくるとまあびっくりです。5月末

の時点でほぼ夏羽になりました。

一方オスの方はなかなか換羽が始

まらず、5月に入り照明時間を変え

てからようやく始まりました。5月

末でやっと頭頂部が茶色くなった

くらいです。この違いの理由とし

ては、メスの部屋は窓がすぐ近く

にあり明るく、オスのいる展示室

は窓がほとんどなく人工照明中心

であることが考えられます。そこ

で、オス4羽も展示しない時は裏側

へ収容することにしました。

あと、オスのエサはウサギ用ペ

レットとコマツナでほとんど問題

無さそうですが、メスはそれだけ

だとどうもフンの状態が悪くなり

がちなようです。シダレヤナギは

花が終わるとあまり食べなくなっ

たので、代わりにヒメスイバの花

を細かくちぎって与えています。

これはよく食べるし、フンの状態

も良くなっているので使えるよう

です。他にも良いエサはないかと

植物図鑑を片手に毎日花を探して

います。ただ、体に合わないとす

ぐに下
げ

痢
り

をしてしまうので、与え

るものには気を遣います。

こんな感じでここ数か月はあっ

という間に過ぎて行きました。ス

バールバルライチョウの飼育繁殖

は、ノルウェーでは成功している

のですが、日本では同じエサが手

に入らないということもあり、ま

だ試
し

行
こう

錯
さく

誤
ご

の段階です。早く飼育

方法を確立して、繁殖を軌
き

道
どう

に乗

せ、いつかはニホンライチョウを

飼育、繁殖させたいものです。

飼育展示課　技師　田島一仁

2週間を過ぎるとかなり茶色の羽に変わっ

てきた

5月末にはすっかり夏羽に変わった

おとなしい個体は展示室の隅であまり動かなかった
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アベサンショウウオは環境省の

レッドリストで絶
ぜつ

滅
めつ

危
き

惧
ぐ

ⅠA類、

種の保存法で国内希少野生動物種

に指定されています。国内希少野

生動物種に指定されているのは、

両生類ではアベサンショウウオだ

けです。それだけ絶滅が心配され

ている種類なのです。アベサンシ

ョウウオの分布は、京都府の丹
たん

後
ご

半島、兵庫県の但
たじ

馬
ま

地方、福井県

北部のごく一部とされていました

が、2005年に石川県加賀南部にも

分布することが分かりました。こ

の希少なサンショウウオが、いし

かわ動物園のすぐそばにいること

が分かったのです。捕まえてきて

飼育展示、繁殖させたいと考える

のは自然ですが、それには環境省

の許可が必要です。展示が目的で

はなく、あくまで飼育下繁殖の研

究のためとして許可が下り、2009

年4月に現地で採集を行いました。

アベサンショウウオの産卵期は冬

です。成体は産卵を終えて陸に上

がってしまったようです。♂2個

体、♀2個体の計4個体の成体を倒

木の下などから見つけ出すことが

できました。その後、当年生まれ

の幼生も10個体採集して動物園に

持ち帰りました。

いよいよ飼育開始

飼育を開始してから初めての産

卵期となる2009年から2010年にか

けての冬には残念ながら、産卵は

ありませんでした。そして2011年、

今年こそはと生息地の環境に近い

水の流れや、隠れる場所を作り、

落ち着いて産卵できるように水そ

うの側面や底面を黒い板で隠すな

ど工夫しました。また、窓を開け

外気を取り込んで気温を下げ、温

度刺激として雪を水そう内に入れ

ました。

2011年1月21日朝、ついに卵
らん

塊
かい

を水そう内に発見しました。水の

流れ出ている場所の近くにある、

石を組んで作ったトンネルの下に

1対の房状
ふさじょう

の卵塊があり、そばに

はアベサンショウウオが集まって

いました。水そうの水温は8.4℃、

気温は8.0℃、湿度は78％でした。

卵数は106個（52/54）でした。ま

た、1月22日にも1卵塊の産卵を確

認しました。卵数は134個（70/64）

でした。

卵塊は、小さなケースに入れて

エアーレーションで新鮮な水が供

給されるようにしてふ化を待ちま

アベサンショウウオの飼育下繁殖

捕獲してきたアベサンショウウオの成体

繁殖用の水そう、一部を覆って落ち着いて

産卵できるよう工夫した

2011年1月22日、水そうで生まれたアベサ

ンショウウオの卵
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した。卵の色は、生息地の調査で

見たものと比べて白っぽく見えた

ので少し心配でしたが、受精卵で

あり、正常に卵割が進んでいった

のでホッとしました。その後、順

調にサンショウウオの形になって

いき、3月上旬には少しずつふ化

が始まりました。

卵のふ化と幼生の飼育

3月16日までには1月21日に産出

された卵から合計65個体がふ化し

ました。また、3月19日までには1

月22日に産出された卵から合計99

個体がふ化しました。それぞれ産

出日ごとに広い水槽に移し、イト

ミミズやアカムシなどをエサとし

て与えました。5月27日現在、1月

21日産出の卵からは60個体、1月

22日産出の卵からは98個体が生存

しています。合計158個体が現在

も育成中です。たっぷりとエサを

与えたせいか、成長も野生のもの

より早く体格も良いです。野生の

ものは夏に上陸しますが、飼育中

の幼生たちはもうすぐ上陸を開始

しそうです。脱皮をして、エラが

なくなると、上陸開始

です。上陸後はコオロ

ギの幼虫をエサとして

与える予定です。これ

から、上陸して暑い夏

をのりきらなければな

らないので、まだまだ

安心できません。成長

し、産卵するまでには

3年ほどかかりますが、

野生から採集すること

なく動物園の中で増やし続けるこ

とが目標です。

サンショウウオの
保護のために

絶滅の危機にある野生動物を捕

獲し、動物園などの別の場所で繁

殖させることにより、万が一に野

生で絶滅しても、放すことで回復

させることができます。このよう

なことを域
いき

外
がい

保
ほ

全
ぜん

と呼んでいます。

当園で取り組んでいるトキの繁殖

も域外保全の代表的なものです。

トキと比べるとサンショウウオは

地味で知名度も低いですが、アベ

サンショウウオは宅地開発の影響

を受けやすい標高の低い丘陵地帯

に棲
す

んでいます。繁殖技術を確立

して野生絶滅の危機を回避し、わ

れわれの身近にひっそりと生活し

ている彼らのことを知ってもらい、

野生個体の生息地を保全していく

ことが当園の役割として重要であ

ると考えています。

飼育展示課　技師　那須田 樹

順調に発生が進む卵塊、中には幼生が見える

ふ化したアベサンショウウオの幼生卵割が始まり、発生が進み始めた卵（実体

顕微鏡写真）
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ふれあいひろばのアルバムから

後足で立った姿が愛らしいプレーリード

ッグ。前足を空に向けて伸ばし甲
かん

高
だか

い声

でなくこともあります。様々な愛嬌たっ

ぷりの行動を観察してみて下さい。

穴掘り名人のスリカータ。夕方寝室に収容した後は穴掘

り行動がまた観察できるように、飼育員が毎日穴を埋め

ています。「穴掘りはほどほどにしてね。」

ウサギのふれあいはふれあ

いひろばで一番人気。ゴー

ルデンウィークはお陰様で

大行列。平日はすいている

のでおすすめです。
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暖かい季節になり、ケヅ

メリクガメがふれあい広

場に戻ってきました。昨

年より一回り大きくなっ

たでしょうか。

よちよち歩きがかわいら

しくて人気者のペンギ

ン。実は鳥とは思えない

スピードで泳ぎます。

5
月
10
日
に
産
ま
れ
た
カ
ピ
バ
ラ
の
赤
ち
ゃ
ん

た
ち
が
、
屋
外
放
飼
場
に
デ
ビ
ュ
ー
し
ま
し
た
。

赤
ち
ゃ
ん
の
癒い

や

し
力
は
絶
大
の
よ
う
で
、
客
足

が
途
絶
え
る
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
。

牧草のシーズンになり、

ポニーのノッチとタッチ

も「のみ牧場」で牧草を

頬
ほお

張
ば

る姿を見ることがで

きるようになりました。
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動物園春のアルバムから

2月のサンデースクールは巣箱作り、なれない

大工仕事で苦労したけれど、りっぱな巣箱が

できました。

5月5日、いしかわ動物園は開園以来の入園者400万人を達

成しました。記念の400万人目は、金沢市の中学生、御供

田真駿君。おじさんのご家族といっしょに来園されて幸

運を射止められました。

動物園友の会例会の一こま。野生復帰訓練中のオオタカのトレーニングを見学

しました。するどい目つきを間近に見て、「かっこいいー」。
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自然クラブ・ズーキッズ「動物アートに挑戦」。お気

に入りの動物でモビールを作りました。

動物学習センターの屋上には、大きな

太陽光発電パネルが完成しました。園

内の電力の一部をまかないます。

今年もゴールデンウィ

ークは大勢のお客様で

にぎわいました。人気

抜群のキリンのおやつ

タイム。大きなキリン

の顔が近づくと、思わ

ず「キャー」。

キリンのキズナ（子）

とイザベル（母）。「母

ちゃん、足きつくな

い。」「シマウマのご飯

をいただく時にはこう

するのよ」。
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オカメインコ
飼育展示課　赤木玲子

シリーズ

動物園の住人たち

ふれあいひろばのなかよしハウ

スには13羽のオカメインコがいま

す。そのうちの4羽は手乗りにな

っており、ふれあうことができま

す。レモンイエローの羽色に、お

化粧をしたような赤いほっぺをし

ていて、頭にはピンと立った冠羽

があります。このかわいらしい姿

の上、手に乗ってくれるのですか

ら、手乗りを体験された方はみん

な思わずニッコリしてしまいます。

いつも世話をしている飼育員だけ

に限らず、誰の手にも平等に乗っ

てくれる、とってもおりこうさん

な鳥なんですよ。

野生では、オーストラリアの乾

燥した草原や農耕地に住んでいて、

イネ科の種子や果物、野菜、昆虫

などを食べています。動物園では、

ヒエ、アワ、ヒマワリの種、小松

菜などを与えています。種子はク

チバシと舌を上手に使って皮をむ

き、中身だけを食べます。

小さな子どもさんなどは、手に

乗せた時に、「重たーい」と言うこ

とがありますが、大きさはセキセ

イインコより一回

りほど大きく、体

長約30cm、体重

100～120gと中型

のインコに分類さ

れます。上手に飼

育すれば、なんと

約18年も生きる

んですよ。性格も

おっとりしてい

て、他の種類の鳥

との同居もできる

んです。現在なか

よしハウスでも、

ギンバトやキュウ

カンチョウと同じ

場所で飼育しています。

では、手乗りで活躍している4

羽について少し紹介したいと思い

ます。オスは、ミノリとマサル、

メスは、モモとスモモという名前

がついています。ミノリは2008年

生まれで、残りの3羽は2009年生

まれです。実は4羽とも同じ親か

ら生まれた兄弟姉妹なんですが、

性格はいろいろです。ミノリは口

ぶえのマネが上手で、マサルはよ

く鳴きます。モモはおとなしくて、

スモモは肩に登るのが大好きです。

手に乗せたはずが、あっという間

にタタタターッと肩まで登ってし

まうこともしばしばです。ふれあ

いができるのは2羽ずつで、時間

で交代しています。お目当てのオ

カメインコがいる場合は、チェッ

クしてからいらして下さいね。

そして実は、外に飛んでいかな

いように、定期的に翼の羽を切っ

ています。爪も切ります。これは、

手に乗ったときに、痛くないよう

にするためです。爪切りの際は、

慎重
しんちょう

にしなければ、切りすぎて出

血してしまうこともあるため、し

っかりと保
ほ

定
てい

して行います。そん

な時は、思いっきりかまれること

もあります。いくらおっとりした

性格でも、怒らせるとこわいです。

そういうことをした後は、怒って

手に乗ってくれないかも、なんて

心配もしますが、次の日には、ち

ゃんと手乗りでがんばっているの

を見るとホッとします。

こんな愛らしいオカメインコを、

ぜひ手に乗せて、体温を感じ、間

近で観察してみるのも楽しいと思

いますよ。

手乗りのオカメインコは人気もの、写真はメスのモモちゃん

オスのマサル、1羽で良く鳴きます
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ゴールデンウィーク初日の4月

29日、オニオオハシのペッパーが

死亡しました。推定年齢15歳。死

因は老衰でした。

開園以来、南米の森コーナーの

人気者だったペッパー。とても人

なつっこく頭も良かったので、ガ

イドのときは飼育員が来ると同時

にいつもの場所に飛んできていま

した。あまりに突然なので、お客

様からはいつも驚きの声が上がっ

ていましたが、ペッパーは全くお

かまいなしで、いつもマイペース。

飼育員やお客様から手渡しでエサ

をもらい、お腹が一杯になるとプ

イっと向こうを向いてバサバサっ

と飛んでいってしま

います。何度『まだ

説明の途中やのに…』

と思ったことか。

飼育員泣かせなの

はこれだけではあり

ませんでした。下を

通った飼育員にフン

を落としてくるので

す。頭に落ちてきた

ことはありませんで

したが、肩や背中に

ベチョッ、ということは何度かあ

りました。

でも、もうペッパーはいません。

ペッパーのフンがどこにも落ちて

いないきれいな観覧通路は、どこ

か寂しくもあります。ペッパー、

今まで本当にありがとう、お疲れ

様でした。

シリーズ

動物園うらのうら

シリーズ

動物園うらのうら

繁殖に向けて、メスの発情期を

知るためにフェンス越しにオスの

ジュレスとメスをお見合いさせて

います。いつもはフェンス2枚へ

だてて生活しているので、近くに

相手がいることはありませんが、

お見合い中はフェンス1枚越しで

対面させています。お見合い初日

の対面直後は、お互いに相手が近

くにいるので、けろうとしたり立

ち上がろうとしたり

で興奮状態でした

が、2分もするとメ

スは落ち着いてエサ

の青草を食べに行き

ました。一方、オス

はテンション上がり

っぱなしで、鳴いた

り前肢で地面をけっ

たり、なかなか落ち着きません。

エサの青草も目に入らないようで、

ほとんど食べずにメスをずっと見

ていました。

その後もお見合いを重ねるもの

の温度差は広がるばかりで、オス

の熱い視線はメスには届かず、メ

スはオスよりもエサに興味がある

様子。メスが近づいてきたかと思

うと、素通りだったり…。目も耳

も使って遠くのメスを見つめてい

るオスの背中は哀愁が漂っていま

した。メスが振り向いてくれる日

まで、がんばれジュレス！

金網越しにメスを見つめるジュレス

ガイドになると下に降りてきたペッパー

飼育展示課　技師　南都慶介

飼育展示課　技師　小倉康武

グレビーシマウマの片思い

さよならペッパー



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  
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3/15

3/16～5/30

3/19

3/23

3/25

3/25～4/3

3/26

3/27

3/29（火）

3/31

3月中

4/1～4/25

4/2

4/3

4/5（火）

4/10

4/11

4/15～25

4/16

4/19

4/21

4/24

4/25

4/27

4/28

4/29

4/29～5/5

4月中

5/2

トキ、今シーズン初の産卵

特別展「白山のいきもの」

裏側探検ツアー「調理棟」

白山市湊小学校にレクチャー

なかよしハウスオープン

キリンの赤ちゃん「キズナ」放飼開始

クイズラリー実施

白山市山島公民館ふるさと塾にレクチャー

富山市ファミリーパークより、スバールバル

ライチョウ、オス2羽搬入

どうぶつ映画会「だいへんしん」

春休み対応、開園

カピバラ湯終了

野鳥　6羽　保護

平成22年度入園者数　32万5075人

動物園写生コンクール開催

岩手、宮城の動物園へ支援物資発送

ペンギンのお散歩タイム終了

春休み対応、開園

日曜ひろば「折り紙動物園」

アベサンショウウオの飼育下繁殖、記者発表

県庁19階で展示会「動物の赤ちゃん」

裏側探検ツアー「アフリカの草原」

トキ、今シーズン初のヒナ誕生

富山県福岡中学校にレクチャー

金沢市泉中学に講師派遣

ライチョウの峰オープン式典

日曜トーク「チンパンジーの話」

金沢市泉中学校にレクチャー

金沢市犀生中学校にレクチャー

福井県北新庄小学校にレクチャー

環境省中部環境事務所一行来園

オニオオハシ1羽死亡

春のふれあいまつり

屋台村、大型休憩所ふれあいコーナー

完熟堆肥無料配布、ビオトープ観察会

コイのぼりの設置など

野鳥13羽　哺乳類3頭　保護

中能登町鹿島中学校にレクチャー

5/3

5/5

5/6

5/8

5/10

5/11

5/12

5/15

5/16

5/18

5/19

5/20

5/21

5/22

5/25

5/27

5/29

5月中

6/1～30

6/3

6/6

6/8～9

6/10

6/12

6/13～15

6/15～16

トキの自然育すう開始

入園者400万人を達成

アカクビワラビー赤ちゃん袋より出る

GW対応、開園

福井県御陵小学校にレクチャー

日曜ひろば「今日は鳥見隊」

カピバラ4頭誕生

トキの自然育すう公開

加賀市青少年育成センターにレクチャー

福知山動物園よりブラッザモンキー搬入

石川県博物館協議会総会に参加

県民白山講座開催

「白山の高山植物とライチョウの保全」

浜松市動物園へワタボウシタマリン搬出

富山県山田保育園にレクチャー

富山県福光保育園にレクチャー

日動水、総会に参加（沖縄県）

羽咋市千里浜保育園にレクチャー

富山県太美山保育園にレクチャー

裏側探検ツアー「類人猿舎」

材木児童館にレクチャー

生物多様性の日、関連行事開催

中学生以下入園無料

グリーンカーテン設置

日曜トーク「トキの話」

千羽トキ、トキメール作りなど実施

ボーイスカウト金沢第6団にレクチャー

金沢伏見高校にレクチャー

金沢こども医療福祉センターにレクチャー

自然クラブズーキッズ「動物アートに挑戦」

野鳥45羽　哺乳類7頭　保護

企画展「エコ動物園」

中能登町鳥屋小学校にレクチャー

能美市和気小学校総合学習で来園

わくワーク体験実習、白山市北星中学校

能美市トキなどの子育て支援品贈呈式

日曜ひろば「探検エコ動物園」

トキ雌雄判定研修会に参加（佐渡市）

西日本両生類爬虫類会議に参加（福井県）



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  

「ナイトズー2011」  
 園内をライトアップして、幻想的な夜の
動物園を楽しんでいただく企画です。開

催日には閉園時間を午後9時まで延長します。 

  開催予定 

8月13日（土）、14日（日）、20日（土）、21日（日）、

27日（土）、28日（日）、9月17日（土）、

24日（土）、10月8日（土） 

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 

 

 

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 

　7月16日、8月20日、9月17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、

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ひろばです。 

 

今後の予定 

　7月10日、8月14日、9月11日 

日曜トーク 
　　毎月第4日曜日、 
　　　　午後1時半から30分程度 
　毎回、動物を決めて飼育係が、とっ

ておきのお話を紹介します。 

　場所は動物学習センターや動物舎の

前など、その回によって変わります。 

今後の予定 

　7月24日、8月28日、9月25日 

「動物園フォトコンテスト」  
　4月1日～8月31日の期間、動物と

動物園の風景を写した写真を募集し

ます。応募は2L～4切サイズのプリ

ントでお願いします。お1人3点まで。

未発表のものに限ります。なお、応

募作品は返却できませんので、あら

かじめご了承ください。 

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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今回から新しく編集に新人2名が加わりました。来年の

Vol.13から装いを新たにするべく、今までの編集を手伝いなが

ら企画を練っているところです。これから、よろしくお願い

いたします。 （竹田）

アニマルあいズの編集に、若い？風を吹き込むべく、新た

に編集に加わらせて頂きます。魅力的な誌面でいしかわ動物

園の情報をお届けしたいと思います。よろしくお願い致しま

す。 （野田）

今回からほんの少し手伝いをさせて頂きました。読者の方

が動物園へ行ってみたい、また行きたいと思えるような編集

を心掛けたいと思っています。また動物の魅力をわかりやす

くお伝えできるように新しい企画も検討中です。よろしくお

願いします。 （藤井）

次号は9月発刊予定



2011年 夏  Vol.12-2 

編集発行　いしかわ動物園 
〒923-1222 

石川県能美市徳山町600 
TEL 0761-51-8500 / FAX 0761-51-8504 

e-mail :info@ishikawazoo.jp 
ホームページ http://www.ishikawazoo.jp 
動物取扱業者の種別：展示　第206E001号 

いしかわ動物園携帯サイト


