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表紙のことば

コビトカバ
　その日はとてもいい天気でした。最近忙し
くてこんな天気のいい日に時間が取れること
はもうないかも、と急いで昼を食べ、コビト
カバを撮りに行きました。着くとアサビは目
の前に寝ていましたが、しばらく撮っている
と、担当者が気をきかせたのか、目の前に牧
草を置いてくれました。アサビはすぐにやっ
てきてムシャムシャ草を食べ始めました。光
線の良い方へ移動して、カメラを表紙用にし
ているフィルム機に持ち替えて一気に撮りま
した。おしりもその後すぐに撮れました。
　いつもは３～４回は現場に行って撮るので
すが、今回は１回目でそれなりのものが撮れ
ました。忙しい時にこういうことはありがた
いのですが、写真に関して欲張りな僕は、時
間をかければもっといいものが撮れたのでは
ないか、いや撮れたに違いないと後から思っ
てしまうのです。困ったものです。

（写真、文　田島一仁）

オカメインコの風景

オカメインコが乗ったよ、手に止まったよ！

　なかよしハウスでは、手乗りオカメインコが一番人気。指に乗せて間近で見ることができる。ある日、

小学生がオカメインコの前で恐る恐る指を出したり引いたりしていた。オカメインコは乗る前に嘴で指に

触れようとしている。過去に払い落とされたことがあったのだろう。嘴で触れてみて、怖がるような指に

は乗れないと分かっているのだ。

　小さな子にはツメが痛くないように腕の服の上から乗せるが、それでも体は緊張でいっぱいだ。そんな

引きつった顔が、うまく乗せられた後には満面の笑顔になる。「オカメインコが乗ったよ、うれし～い」。

　動物とのふれあいは緊張するくらいがちょうどいい。一方的な「おさわり」にも、「おもちゃ」になる

こともない。お互いを信じて、そっと手を差し出しあうことから始まるからさ。
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特集1特集1 コビトカバがやって来た

　2012年4月2日、全国的に多く
の被害が出た春の大嵐が吹き荒れ
た前夜に待望のコビトカバがいし
かわ動物園にやって来ました。
　この1年8ヶ月の間、実に色々
なことがありました。いしかわ動
物園の名物カバだったデカに代わ
る飼育動物の選定、コビトカバに
決まってからは、関係機関との交
渉、コビトカバを受け入れるため
のカバ舎の改修等、文章にすると
簡単ですが多くの職員や業者の人
たちがそれぞれの立場でコビトカ
バ導入に向けて仕事をしてきまし
た。搬入直前には「コビトカバ受
け入れ作戦」を立てて、搬入時の
役割分担を決め、何度も打ち合わ
せをして万が一のことがないよう
細かい事にも気を配りました。

いよいよ搬入

　さて実際の搬入作業はと言うと
…。これが見事にスムーズに、何
事もなく進みました。職員の適度
な心配とは裏腹に、当のコビトカ
バはパニックになることもなく輸

送用のオリから出て、まだ塗料の
臭いがプンプンで換気扇全開のカ
バ舎の寝室に姿を現しました。
　30年近く大きなカバを間近で
みてきました。デカだけではな
く、「金沢動物園」時代にいたデ
カのつれあいのオスカバ「ゴン
タ」も、凄まじく大きな口をこれ
でもかという程大きく開いて、狭
いプールの中で大暴れしていまし
た。それを思い出すと、コビトカ
バの何と小さいこと。オランダの
オーフェルローン動物園から長い
旅をしてやって来たこのメスのコ
ビトカバは2010年11月23日生
まれ。体長は1.２m、体重102kg。
生後1年５ヵ月でまだまだ子ども
です。大人になると体重は200kg
前後になると言われていますが、
デカの体重が2500kg位あったの
で10分の1以下です。
　姿を現したコビトカバの小ささ
と、あまり物怖じしない様子に内

心ほっとしながらも、カバ舎の改
修期間中に出張で行った上野動物
園と東山動植物園の飼育職員の言
葉が頭に思い浮かびました。どの
職員も口々に「大きなカバと比べ
ると動きが思った以上に俊敏で、
牙が大変に鋭く危険なので同じエ
リアには入らない方がいいです
よ。」と。

徹夜で観察

　無事に搬入作業が終了し、後片
付けも終わって職員はみんな帰っ
て行きましたが、私は一人残って
朝まで寝ずの番です。寝室にセッ
トしてあったエサは、デカが大好
きだったバミューダという乾草、
草食動物用の固形飼料、ニンジ
ン、リンゴ、これまたデカが大好
きだったオカラ、それと前もって
聞いていたオランダにいる時から
大好物だというレタス。さすがに

大好物とういうだけあって真っ先
にレタスを食べました。もちろん
長旅の疲れもあるのかバクバク食
べるという感じではありません。
少し食べると寝室の一角に作った
ウッドチップを敷いた所で寝そべ
り、しばらく休んでいたかと思う
と、起き上がってウロウロし、
残っているエサをまた少し食べて
ウッドチップの所に戻ってまた休
む、ということを繰り返していま
した。やがてプールの方へ歩いて
行きましたが階段が少し急なのか
一段降りて躊躇し、後戻りし、ま
た一段降りて後戻りという状態。
二、三度そういうことを繰り返し
ていましたが、やがて一段降りた
後、ついに二段目に足がかかると
後は勢いでプールに入って行きま
した。プールから上がるのは簡単
なのかすんなり上がって来まし
た。そしてまたウッドチップの所
で一休み…。一度プールに入った
後は最初の一段目で躊躇していた
のがウソのようにすんなりプール
へ入って行きます。しかもプール
の中でスクリューのように体を回
転させたかと思うと、まっさらの
透き通ったプールの水が一瞬で濁

りました。フンをしたのです。
　色々心配していましたが、エサ
も食べ、プールにも入り、フンも
したので順調そのものです。ちょ
うど深夜3時でした。外では大嵐
の前兆だったのか異様な風が吹き
始めていました。
　朝になって残っていたものはリ
ンゴが少しだけでした。リンゴは
その後も食べ残すことが多く、現
在は与えていません。レタスは相
変わらず大好きです。キャベツを
与えてみましたが喜びません。小
松菜はおいしそうにバクバク食べ

ました。生のサツマイモも好きな
ようです。バナナも食べていま
す。乾草だけではなく新鮮な牧草
も与え始めましたが一番喜んで食
べています。

4月22日
　コビトカバ公開開始

　寝室で一週間馴致した後、いよ
いよ外の放飼場へ出しましたがこ
れも我々の心配に反してすんなり
外へ出て行き、プールにも入っ
て、ちゃんと寝室にも戻って来ま
した。
　その後無事に一般公開もできて
本当に一安心。昼はほとんど寝て
ばかりですが、エサの時間になる
とウロウロしています。この先初
めての暑い夏と、またその先には
初めての寒い冬が待ち受けている
ので、まだまだ当分は気が抜けそ
うにありません。

いしかわ動物園に到着

到着した夜はウッドチップの上で寝そべる

盛りだくさんの夕食メニュー

プールに入ってトイレ

ムシャムシャと野菜から食べ始める

カバの池担当　高桑省吾

とりょう
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特集2特集2 アベサンショウウオの飼育下繁殖

　アベサンショウウオは、日本海
沿岸の石川県から京都府の丹後半
島までの一部の地域に住んでいま
す。環境省レッドデータブックで
は、絶滅危惧IAに指定されている
希少なサンショウウオですが、石
川県に生息していることが分かっ
たのは2005年で、最近のことで
す。いしかわ動物園では、本種の
域外保全を目的として、環境省の
捕獲許可を得ることができまし
た。域外保全とは、絶滅の恐れの
ある動植物を生息地から採集した
ものを、別の場所で飼育し、種を
保存しておくことです。これによ
り、野生で絶滅した場合でも生息
地に再導入することで復活させる
ことも可能です。トキの再放鳥が
まさにこれです。動物園のある能
美市内の生息地から2009年4月
に14個体を採集し、動物園の予
備水槽内で飼育していたところ、
2011年に飼育下ではじめて産卵
を確認しました。これは日本初の
快挙です。その後順調に生育して
2011年8月の「サンショウウオ
展」で、上陸したアベサンショウ
ウオの幼体を公開展示しました。

アベサンショウウオの展示

　特別展が終了したあと、2011
年9月26日から園内「郷土の水
辺」の常設水槽で野生から採集し
た成体と、飼育下繁殖した幼体を
一緒に展示しています。すぐに隠
れてしまって、初めはよく見えな
いことがありましたが、色々試行
錯誤して工夫したところ、最近で
はよく見えるようになってきまし
た。いしかわ動物園では開園当初
から、ホクリクサンショウウオの

展示を続けてきましたが、これで
2種類のサンショウウオが常設展
示されることになりました。どち
らも、石川県内に生息する絶滅の
危機にあるサンショウウオたちで
す。小さな生き物で知名度も低い
ですが、より多くの来園者が希少
なサンショウウオを見て、関心を
持っていただければ嬉しいです。

２年続けての繁殖

　そして今年、2012年も1月3日
に予備水槽内で産卵が確認されま
した。2年連続で飼育下で産卵し

たということは大事なことです。
健康に飼育できていて産卵に適し
た環境が安定している証拠です。
昨年はアベサンショウウオの卵塊
は、展示せずに飼育管理に集中し
ていましたが、今年は2年目とい
うことで卵塊を展示して、来園者
の方々にも観察ができるようにし
ました。
　透明感のある卵塊は、光を反射
して美しく光っていましたので、
透明なフィルムで水流に流されな
いように囲って、卵塊の美しさを
邪魔しないようなシンプルな展示
を心がけました。透明な卵の中で
胚が成長していく様子が観察でき
て、そのうちピクピクと動くよう
になってきました。2月下旬ごろ
には孵化し、エラのでた小さな
ウーパールーパーのような幼生が
次々と産まれてきました。イトミ
ミズやアカムシ（ユスリカの幼
虫）などを与えると、どんどん大
きくなっていきました。4月下旬
まで「郷土の水辺」入口の特別展

示水槽で幼生を展示してきました
が、水温が上がってきたので、現
在は展示をやめて予備水槽内で大
事に育てています。寒さの厳しい
冬で、来園者の方々の数は少な
かったですが、この卵塊からのア
ベサンショウウオの成長を楽しみ
に何度も動物園に来てくださるお
客様もいらっしゃいました。

サンショウウオ類の飼育

　予備水槽で飼育している2012
年生まれのアベサンショウウオの
幼生は2012年5月13日現在194
個体が元気に成育中です。まもな
く上陸を開始するところです。昨
年繁殖した個体もまだたくさん元
気に育っています。展示はしてい
ませんが、他にも県内に生息する
サンショウウオ（ハコネサンショ
ウウオ、クロサンショウウオ、ヒ
ダサンショウウオ）はすべて飼育
していますので、予備水槽はどこ

もサンショウウオでいっぱいの状
態になってしまっています。
　アベサンショウウオは繁殖に参
加するには3年ほどかかると言わ
れていますが、飼育下繁殖した動
物園生まれのアベサンショウウオ
を成体になるまで育成し、産卵さ
せることが今後の目標です。アベ
サンショウウオは、飼育している
施設もまだ少なく、わかっていな
いことも多いので、注意して観察
しながら大切に育てていきたいと
考えています。

産卵直後の卵塊

展示中の卵塊

ふ化したての幼生

郷土の水辺で公開した展示水槽

大きくなった幼生の展示

アベサンショウウオなど県内に生息する
サンショウウオの予備水槽

郷土の水辺担当　那須田 樹
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特集2特集2 アベサンショウウオの飼育下繁殖
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GRAPH グラフ

動物園春のアルバムから

ギョッギョッ、おまるに大き
なウンチ。このクマのウン
チってほんもの、それともニ
セモノ。実は特別展「フィー
ルドサイン」の展示物、ニセ
モノでした。

春のふれあいまつり、今年もキリンのおやつタイムは大人
気でした。少人数でしか行えないのが玉にきずですが。

4月の動物園工房は紙コップ動物園。紙コップを
使っていろいろな動物の顔を作ってみました。
ちゃんと動物に見えるかな。

ヒツジのモコの毛刈りを行いました。
今までは非公開の作業でしたが、今年
からは公開作業。みんなの前で失敗は
できないと、担当者はとてもとても緊
張したようです。

バードストリートではフクロウに3羽の
ヒナがかえりました。母鳥は動物園生
まれ、父鳥は保護鳥です。2羽にとって
は初めての子育てでしたが、立派にこ
なしていました。

今年の春のふれあいまつりは天候が今一つ。
それでもよく晴れた5月5日の子どもの日は大賑
わい。久しぶりの2万人越えの入園者でした。

4月22日、コビト
カバの公開式典の
日、能美市の粟生
保育園のみんなが
素敵なコビトカバ
の絵を描いてプレ
ゼントしてくれま
した。
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アカクビワラビー
飼育展示課　オーストラリアの平原担当 小山貴弘

シリーズ
動物園の住人たち

マイペースのアナキン

こんな姿が早く見られるといいのですが オーストラリア最南端の島、タスマニア島

1936年に絶滅したというタスマニアタイガー（フクロオオカミ）
イラスト　北川和也

　「オーストラリアの平原」のエ
リアには、3種類の動物がいま
す。今回はその中で、おそらく気
づいてもらえないことの多い動物
のお話です。
　オーストラリアを代表する動物
のひとつであるカンガルー、その
仲間には、ワラルー、ワラビー、
などいろいろな名前のものがいま
す。これらの違いは大きさで、大
きいものはカンガルー、小さいも
のをワラビーと言います。アカク
ビワラビーは、クイーンズランド
州や、ビクトリア州などオースト
ラリア南東部、タスマニア島など
に分布し、ユーカリなどの疎林や
森林地帯で生活しています。草を
主食にしていますが、果実や木の
葉、皮なども食べます。動物園で
は草、キャベツやリンゴ、サツマ
イモなどの他、カンガルーの仲間
専用の人工飼料も与えています。
　大きさは、ワラビーの中では大

きくオスで体長80㎝ほど、しっ
ぽも体長と同じくらいあり、体重
は15～20㎏ぐらいです。メスは
一回り小さく体重12～15㎏ぐら
いです。体の色は灰褐色や茶褐色
でお腹は白っぽく、首の周りが体
に比べて赤っぽいのでその名がつ
きました。単独か、小さな群れで
暮らし、朝や夕方に活発に行動し
ます。そのため動物園でも日中は
休んでいることが多いようです。
　いしかわ動物園のアカクビワラ
ビーは、現在オスのアナキン（7
歳）1頭です。寿命は15年くらい
ですからまだまだ元気です。性格
は落ち着いていてマイペース。
朝、寝室からパドックへ出て行く
ときは、少し外の様子をうかがっ
てから動き出し、いつも同じペー
ス、同じルートで出て行きます。
収容のときは、カンガルーたちが
待ちきれずに入口近くに集まって
いるのに対して、アナキンはいつ

も離れたところに
いて、帰ってきて
くれないこともよ
くあります。キー
パーが呼びに行く
とゆっくり動きだ
し、何度か止まり
ながら名残惜しそ
うに帰ってきま
す。
　「オーストラリ
アの平原」を見て
いるお客様は、数
が多く1番目立つ
オオカンガルーを

見つけ、ウロウロと歩いていて、
カンガルーよりも大きなエミュー
にも多くの方が気づきます。一方
アナキンは、パドックの奥の方な
どの見えにくいところにいること
が多く、探しても見つけられない
方もいると思います。ですが、
しっかり見えていても「子どもの
カンガルーだね。」と言われてし
まうことがあります。見比べると
カンガルーとワラビーは色が全く
違うので、すぐに見分けられるは
ずなのですが…。
　アナキンには、4頭の子供をつ
くった仲のいい奥さんパドメがい
ましたが、昨年6月に死んでしま
いました。1頭だけになって1年
が過ぎ、現在新しいお嫁さんを探
しています。カンガルーと同じく
ワラビーもお腹の袋で子育てをし
ますが、小さな体の小さな袋から
赤ちゃんが顔を出している姿は、
とてもかわいらしいものです。ひ
とりで寂しいアナキンに早く奥さ
んが見つかり、赤ちゃんが生ま
れ、家族の姿が見られる日が早く
来てくれるよう願っています。

タスマニア物語
編集部 竹田伸一

シリーズ
動物たちのエピソード

　いしかわ動物園の「オーストラ
リアの平原」で飼育されているア
カクビワラビーは、小さなカンガ
ルーの仲間です。野生ではオース
トラリア東部から南部、タスマニ
ア島にかけてすんでいます。アカ
クビワラビーには2つの亜種が
あって、いしかわ動物園で飼育し
ているのはベネット（アカクビ）
ワラビー。タスマニア島にすむ亜
種です。
　タスマニア島はオーストラリア
本土から200㎞近く離れた島です
が、カンガルーやワラビー、ウォ
ンバットなど本土と共通の動物の
他、タスマニアデビルなど独特の
動物が生息する自然豊かな島で
す。
　今回の動物たちのエピソード
は、このベネットワラビーの故
郷、オーストラリアの最南端、タ
スマニア島についてのお話しで
す。
　タスマニア島は17世紀、オラ
ンダ人探検家アベル・タスマンに
よって発見されました。面積は北
海道より少し小さいくらいで、日

本と同じ四季があり、オースト
ラリアでも特に自然が豊かな世
界遺産の島として知られていま
す。
　島の中心都市ホバートは、
オーストラリアではシドニーに
次ぐ歴史があり、19世紀初めに
はすでに市制がしかれ、進化論
で有名なチャールズ・ダーウィ
ンもビーグル号で訪れていま
す。この時ダーウィンはガラパ
ゴス諸島を調査した後で、1頭の
ゾウガメを連れていたと云いま
す。カメを見ながら進化論の構
想に思いを巡らせていたので
しょうか。タスマニア島は古い
歴史の島でもあるのです。
　タスマニア島には原生林も多
く、タスマニア原生地域として
世界遺産にも登録されていま
す。オーストラリアの中でも自
然が豊かな地域として知られ、
世界で一番空気がおいしい場所
というコピーが使われているく
らいです。
　また忘れてな
らないのはタス
マニアデビルや
タスマニアタイ
ガー（フクロオ
オカミ）といっ
た大型の肉食有
袋類です。これ
らの動物は、か
つてオーストラ
リア本土にも広
く分布していま
したが、人間が

持ち込んだイヌ、ディンゴとの生
存競争に負け、タスマニア島だけ
に残りました。しかし19世紀以
降、島に本格的な入植が始まる
と、ヒツジなどを襲う害獣として
両種とも無制限に駆除され、20
世紀の初め、タスマニアタイガー
は絶滅してしまいます。同じくタ
スマニアデビルも大きく数を減ら
しましたが、現在は手厚く保護さ
れています。
　タスマニアタイガーは未だに目
撃情報があり、生存を信じる人た
ちも少なくないのですが、それも
タスマニア島の豊かな自然ゆえの
ロマン。世界遺産の自然が夢を育
てているのかもしれません。いし
かわ動物園のパドック（屋外展示
場）でも、ワラビーの故郷を思い
浮かべてみませんか。いろいろな
タスマニアの物語が湧いてくるか
もしれません。ほら、そこの木の
陰にワラビーを狙うタイガーが
…。
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編集部 竹田伸一
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…。
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キリンの婿入り
アフリカの草原担当 山下義裕

シリーズ
ながぐつ日誌

搬出用のオリに入ったキズナと父親のジェブ

エントランスでみなさんをお迎えする竹屏風

幻想的な展示場

廃油で作ったエコキャンドルは幻想的

ガラス張りになって、うんと距離が近くなったテナガザル舎

　4月24日にアミメキリンのキズ
ナが山口県の秋吉台自然動物公園
にお婿さんに行きました。
　輸送のために、移動日の三週間
前からオリをパドックに設置して
慣らし始め、中に入るよう練習し
ていきました。順調にオリに慣れ
てくれたのでとりあえず一安心で
す。
　私にとって今回で四回目のキリ
ン搬出になりますが、オリの扉を
閉めるのは移動日当日の一発勝負
のため、何回やっても緊張しま
す。出来るだけ普段と同じように
行動し、怪しい雰囲気は出さない
ように努力しました。幸い、扉も

スムーズに閉めることができ、オ
リへの収容は完了しました。
　キズナ自身はとても落ち着いて
おり、オリを梱包した後も
全く暴れることはなかった
ので、その後のトラックに
積み込む作業もとてもス
ムーズに進みました。
　翌日、無事に秋吉台自然
動物公園に到着したとの連
絡がありホッとしました。
「環境が変わったため、しば
らくは戸惑った様子があった
が、現在では元々秋吉台にい
たと錯覚するくらい落ち着
き、他の個体との相性も良好

です」との近況報告も頂いたの
で、次は親になったと連絡がある
のを楽しみにしています。

テナガザル展示場の
リニューアル
サルたちの森担当 瀧本 薫

シリーズ

ながぐつ日誌

　昔から動物園ではあたり前のよ
うに見られる金網のオリ。もし、
これがガラスならもっと楽しんで

もらえる…。そんな願いがこの
春、ようやくかないました。
　ガラスは3面。手すりを取り除

いたので、より一歩前で
詳しく観察することがで
きます。また、展示場の
中もリニューアルし、テ
ナガザル特有の行動を以
前よりたくさん見ていた
だけます。特に、ブラキ
エーション（運悌のよう
に移動する）は必見で
す。

　さて、当の４頭の家族たちはと
いうと、新しい施設にもすっかり
慣れて、お客様の前で餌を食べた
り、じゃれあったり、日向ぼっこ
をしたり。また、人に関心がある
ので、気になる人を見に来ること
もあります。そんな時は、いつも
大騒ぎになって記念撮影会が始ま
ります。皆様もどうぞ思い出の写
真を撮りに来てください。そし
て、テナガザルの魅力をたくさん
の人に教えてあげてください。

ますます人気のナイト・ズー
副園長 石倉哲夫

シリーズ
動物園とぴっくす

　いしかわ動物園恒例の「ナイ
ト・ズー」も今年で９年目を迎
え、今や北陸の動物ファンの夏の
風物詩となった感があります。
　昼は寝てばかりの夜行性の動物
たちも夜になると元気を取り戻
し、昼とは一味違った生き生きし
た姿を見せてくれ
ます。ガラス天井
越しに人を見下ろ
すヒョウや豪快に
生肉に食らいつく
トラやライオンの
姿は迫力満点で、
それを一目見よう
と群がって集まる
お客様の姿もまた
壮観です。
  ナイト・ズーの照
明も試行錯誤しな
がら工夫し、夢つ
り橋の「動物ムー
ビー」、中央調整
池の「光のファン
タジー」、「光の
回廊」などの演出

により、園内は幻想的な雰囲気
に包まれます。
　また、ボランティア団体のご
協力により「動物エコキャンド
ル」、「動物竹灯籠、竹屏風」、
「手作り３Ｄプラネタリウム」、
「オカリナ特別演奏会」なども

行い、園内は楽しさにあふれてい
ます。特に正面ゲートの「動物竹
灯籠、竹屏風」は家族連れやカッ
プルの記念撮影用として人気を集
めています。今年もいしかわ動物
園のナイト・ズーにお越しいただ
き、楽しい夜のひとときをお過ご
しください。
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Vol.13-2
夏2012

２０１２　夏　Vol.13-2

3/1 レストラン営業再開
3/12 フクロウ産卵
3/14～4/19 特別展（フィールドサイン）

3/15 コビトカバがオランダより到着
横浜動物検疫所へ

3/17 シロテテナガザル舎リニューアル
3/19 トキの産卵始まる

3/19

日本平動物園にワオキツネザル、クロトキ4
羽搬出
日本平動物園よりスリカータ♂♀、インドク
ジャク♀搬入

3/22 南米の森にマタマタ新展示場完成

3/24 なかよしハウスオープン
コサギ死亡

3月中 レクチャー4件　裏側探検　2回
鳥類9羽　哺乳類4頭　保護

4/1～4/23 動物写生コンクール

4/2 コビトカバ搬入
インドクジャク♀展示開始

4/4 ペンギンのお散歩タイム終了
4/15 エミュー♂死亡
4/17 トキの孵化始まる

4/18 ケヅメリクガメ、ヒョウモンガメ展示再開
4/19 ケヅメリクガメの孵化始まる
4/21 トキの自然孵化に成功
4/22 コビトカバ公開式典
4/22～5/31 特別展（コビトカバ）
4/24 秋吉台自然動物公園にアミメキリン♂搬出

4/29～5/5 春のふれあいまつり
調整池にこいのぼり設置

4月中 レクチャー4件　裏側探検1回
鳥類30羽　哺乳類1頭　保護

5/1 草食動物に青草給餌開始
5/3 ヒツジ（モコ）毛刈り
5/7 プレーリードッグ♂死亡
5/18 タツノオトシゴ孵化

5/19 グリーンウェーブ2012
グリーンカーテン設置

5/23～24 日本動物園水族館協会総会に参加（旭川市）
5/23 ペンギンの孵化始まる
5/30 ライチョウの産卵始まる

5月中 レクチャー9件　裏側探検3回
鳥類50羽　哺乳類8頭　保護




