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表紙のことば

グリーンイグアナ

寒い冬に動物園で一番暖かい「南米の森」

でグリーンイグアナはいつも動かずにじっと
と

しています。あまりに動かないので写真を撮

る方としては、どれだけ待ってもポーズが変

わらず、それも困ったものです。その代わり、

動かないのでスローシャッターでもブレませ

ん。ものは考えようです。

今回は写真を撮る時間が無く、4年前に撮

ったものを出してきました。アカハナグマの

表紙用の写真を撮っていたときに、ついでに

撮っておいたものです。色が黄色っぽいのは

フィルムで撮ったからです。デジタルだとホ

ワイトバランスを変えて見た目に近い色にで

きますが、フィルムだと照明（このときは保
えいきょう

温用の電球）の影響で黄色くなります。正

確な色ではありませんが、温かみのようなも

のが感じられて、こういうのもいいかなぁと

思います。ものは考えようです。なんかうま

くまとめてしまいました。

（写真、文 田島 一仁）
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子は親の背中を見て育つのさ!!

今年生まれたペンギンの幼鳥たち。何をするにも初めての事ばかりだ。つい先日お散歩タイムが始ま
こわ

り、バケツを持ったこの人についていけば餌がもらえるとわかっている。けれど怖くて近づけない小心
に

者ばかりだ。実際成鳥達も大きな音が鳴った場合や、飼育員が立ち上がっただけでも逃げて行く。そん
うば

な中で下に落ちている魚をラッキーと言わんばかりに食べ、周りの仲間達からも奪おうとする食いしん

坊がいる。最近そいつのお腹がぽっちゃりしてきて心配だ。なので、餌量を少なめにしていると、「何で
ながぐつ つつ さいそく

もっとくれないのさ！」と言わんばかりに長靴を突いて催促してくる。そういえば、この子の親も空腹

時は同じ行動をする。子は親の鏡と言うが、似てほしくないところが似てしまうところは、人も動物も

同じだな。

マゼランペンギンの風景
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ルークとサクラの出会いは8年

前、2005年1月のこと。お見合い
けん か

初日から喧嘩をすることも無く、
いっしょ

順調に愛を育み、初めて一緒に展
こう び

示場に出た日に交尾をしたという
るいじん

エピソードが残っています。類人
えん はんしょく

猿の場合、相性の良さが繁 殖の
かぎ にぎ

鍵を握るので、このペアは本当に

運命的な良き出会いをしたので

しょう。

現在、ルークとサクラにはもう

3頭の子供達がいます。長男のク

ク。やんちゃ盛りの3才の次男キ

キ。そして今回の主役の三男ココ

です。

ココの誕生

2年間の子育てが落ち着くと、

やがてサクラに生理が始まりまし

た。その後、3回目の生理が来な
にんしん

かったので、その時点で妊娠した

と判断しました。妊娠期間が7ヶ

月ですから、おおよその出産予定

じょう

日が分かります。計算上、10月上
じゅん

旬が予定日で、私たちは心待ちに
とつぜん

していたのですが、その日は突然

やってきました。

9月15日の朝、スタッフがいつ
しんしつ

も通り寝室から外の展示場に出す
しり

と、サクラのお尻が血で染まって

いるのに気が付きました。さらに

管のようなものが垂れ下がり、よ

く見るとサクラにつかまる小さな

手…。

長男、次男の出産では出血の量
きょうれつ にお

がとても多く、強 烈な臭いです

ぐに出産に気が付いたのですが、

今回は出血量がとても少なく異変

に気付くのが難しかったと思いま

す。
れんらく あわ

さて、連絡を受け慌てて現場に

着いた時には、赤ちゃんはサクラ

にしっかりつかまり、サクラはす

でに朝の餌を食べ終えていました。

たくさんのお客様の前でフィー

ダーから木の葉をつまみ、さらに

は赤ちゃんを見せびらかすように

あお む ね ころ あた

仰向けに寝転んで、オッパイを与

えていました。3頭目の出産とな
よ ゆう

ると余裕があるのでしょうか。そ

の日はそのまま展示を続けること

にしました。

サクラの体から垂れ下がってい
お

た管は「へその緒」でした。しか
たいばん

もへその緒の先には胎盤が少し

残っていました。週末で朝から大
にぎ

勢のお客様で賑わっていましたが、
こわ

お客様が怖がらずに、サクラが胎

盤を食べ、落ち着いて授乳する様

子を見続けていらっしゃるのを見

て、そのまま展示を続けて良かっ

たと思いました。

現在の様子

ココの発達はとても順調です。

キキの発育記録とほぼ同じように

少しずつ行動に変化が見られてい

ます。現在（生後2ヵ月半）は片

手でサクラにつかまったまま、身
さわ か

近なものを触ったり、噛んだりし

ています。また、つかまり立ちも

シロテテナガザルの繁殖と今後

食べ物に触るようになりました

生まれたばかりの赤ちゃんにお客様はビックリ！
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かなあみ

上手になり、ケージの金網に手足

をかけて遊んでいます。さらに、

食べ物を触ったり、餌をつかむサ

クラの手をたぐり寄せたりします。

寝室ではサクラが自分の体から

そっとココを離す練習もしていま

すが、すぐ怖がって泣き出してし

まいます。
ごろ

今後、生後3ヶ月頃には餌を少

しずつ食べ始め、この「アニマル

あいズ」が手元に届く1月中旬に
はな

はサクラから手を離して遊んでい

ることでしょう。予測通りになっ

ているかどうか、ぜひ確かめに来

てみて下さい。

もうひとつの話

誕生は別れ

テナガザルは2～3年毎に赤ちゃ

んが生まれると言われています。

よって一番上の子供が大人になる
ねんれい

年齢(7～8才）に近づく頃、3番目

の赤ちゃんが生まれるケースが多

いのです。

この時期、忘れてはいけないこ

とがあります。それは親による「追

い出し行動」です。成長した子ど
い かく こうげき

もを激しい威嚇や攻撃によって家

族から追い出すのです。独り立ち
うなが

を促すためなのですが、愛情が深
きずな

く家族の絆が強い動物であるが故、
ざんこく

この行動はとても残酷です。でも、

きっとこれが親からの最後の愛情

なのかもしれません。

今後は、この「追い出し行動」

が前兆もなく突然、起こることが

あるそうですので、早急にククの

飼育方針について検討をしなくて

なりません。無事に独り立ちがで
がん ば

きるよう、我々スタッフも頑張り
みなさま おう

ますので、どうぞ皆様もククを応
えん

援してあげて下さい。

謝 辞

シロテテナガザルの5頭展示に

あたって、「追い出し行動」にお

ける諸注意等を旭川市旭山動物園、

宇都宮動物園、日本モンキーセン

ター・世界サル類動物園、宇部市

常磐遊園協会、愛媛県立とべ動物

園様よりご教示頂きました。また

貴重な情報を羽村市動物公園、鯖

江市西山動物園、福岡市動植物園、

九十九島動植物園様より頂きまし

た。この場をお借りしまして、厚
おんれい

く御礼申し上げます。

サルたちの森担当 瀧本 薫

次男のキキはココが大好きです

今でも仲の良い家族ですが
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平成24年11月12日にアミメキ

リンのジェブ（オス）とイザベル

（メス）の間に5頭目となるオスの

子どもが産まれたので、その経過

を報告します。

繁殖の予感

平成23年7月18日にオスが激し

く発情し、メスを追い回す行動が

見られました。動物園の動物は夕

方になると寝室に収容するのです

が、この日は全く寝室に入る気が

なく、メスが寝室に入ろうとする

とオスがブロックするのです。飼

育係が間に入って2頭を分けて収

容することも考えましたが、大型
ともな

動物で危険が伴うため、夏場でも

あったので夜間パドックに出した

ままにすることにしました。その

後、20日まで収容出来ない日が続

きました。ジェブの場合、発情周

期はほぼ2週間で、通常2日ほど続

きます。それを過ぎると、何事も
もど

無かったように素直に寝室に戻っ

てくれます。

それ以降も8月3日～4日にかけ

てと8月19日～20日にかけても同

様に収容できず、夜間放飼の日が

ありました。8月20日以降、メス

の発情が止まっている事が観察さ

れたため、この3回の夜間放飼の

どこかで交尾成立したと判断しま

した。

出産の予定日

交尾成立と判断した後は出産日

を予想します。キリンの妊娠期間

は440日～470日（約1年3ヶ月）と
はば

長く、また30日程度の幅がありま

す。イザベルの過去の妊娠期間の

記録と照らし合わせて、以下のよ

うな予想を立てました。

①（平成23年）7月18日～20日に交

尾→（平 成24年）10月26日 前 後

に出産

②（平成23年）8月3日～4日に交尾

→（平成24年）11月10日前後に

出産

③（平成23年）8月19日～20日に交

尾→（平 成24年）11月24日 前 後

に出産

そして月日は流れ、出産予定日

の2か月ほど前になりました。こ

の頃になると、イザベルのお腹は
だれ

誰が見ても妊娠していると分かる

くらい大きく目立ってきます。お

腹の周りの長さを定期的に測定し

ていると、通常よりも50cmほど

大きくなっていました。

出産はいつか

出産予定日の1か月前になると、

ボチボチ出産準備を始めます。予
こうりょ

定日よりも早く産まれる事も考慮

して、今回は10月19日に寝室に
し ゆか

大量にワラを敷きました。また床
だんぼう

暖房も早めに使えるようにチェッ

クして、夜間記録用のビデオカメ

ラもセットしました。

最初の予定日である10月26日

は全く産まれそうな気配がないま

ま過ぎてしまいましたが、次の予

定日までの間にも産まれる可能性

はあるため、落ち着かない日々が

続きました。余談になりますが、

過去の4頭の子どものうち3頭は私

が休日の時に産まれています。そ
けいたい

のため、携帯電話に着信があるた

びにドキッ! !としていました。

11月12日の出産当日、この頃

は毎朝、T飼育係長から「産まれ

キリンの第5子誕生

赤ちゃんの顔、まだ角が中央にかたまっている

授乳のようす
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あいさつ じょうだん

たぞ」と挨拶代わりの冗 談を言

われていたため、あまり期待しな

いでイザベルの様子を見に行くと、
すみ

部屋の隅に子どもがチョコンと

座っていました。前日、イザベル

はとても落ち着いた様子で、変

わったことは無かったので、少し
ひょう し ぬ

拍 子抜けした感じでしたが、と

りあえずホッとしました。

さっそくビデオカメラをチェッ

クして、産まれた時間を調べると、

午前5時30分でした。過去の4頭

は破水してから子どもが産まれ落

ちるまでに2時間ほどかかってい

ましたが、今回は午前5時に破水

してから30分のスピード出産(?)

でした。

こ がら

小柄な子ども

少し小柄な子だなぁ…というの

が私の第一印象でした。とりあえ

ず自力で立ち、初乳を飲むまでは

安心できません。子どもは自力で

はまだ上手く立てない様子だった

ので、飼育係が補助して立たせ、
いっしょ

その状態でイザベルと一緒にする

ことにしました。立つのを補助す

る際にせっかくなので子どもの身

体測定も行いました。子どもはオ

スでした。

その後、しばらく観察している

と、子どもに授乳している所を確
だいじょう ぶ

認できたので、もう大 丈 夫だと

確信しました。イザベルはベテラ

ンのお母さんらしく、子育てにも
よ ゆう

余裕があるように感じられました。

以降は順調そのもので、子どもも

日増しにしっかりした体つきに

なっていきました。天気の良い日

にパドックデビューも果たし、現
ふく

在は、親の餌も口に含み始めてい

ます（と言ってもまだまだ母乳が

メインですが…）。今後もすくす

くと成長していくことを願ってい

ます。

なお、キリン舎の中で、キリン

親子へのメッセージカードをお願

いしたところ、たくさんのメッ

セージが届きました。ありがとう

ございました。

子どもの身体測定結果

・身長：170cm

・体高：120cm
とうどうちょう

・頭胴長 : 135cm
び ちょう

・尾長 : 42cm

・首の長さ：50cm
けんこう

・足先～肩甲骨上：98cm

(11月12日現在）

アフリカの草原担当 山下義裕

11月28日に初めて外のパドックにでた

たくさんのメッセージカードが集まった
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動物園秋のアルバムから

9月の自然クラブ・ズーキッズ

は「ビオトープで発見」。園内
こんちゅう

のメダカたちの池で昆 虫採集

を行いました。その後の昆虫

の名前調べや整理がまた楽し

かった。

2012年のフォトコンテスト
さいゆうしゅう

の最優秀作品は「さよなら

リッチ」。8月に死亡したオ
さつえい

スのライオンを撮影した作

品でした。

10月15日、ワタボウ
シタマリンに2頭の赤
ちゃんが産まれまし
た。9月にオスが死亡
しただけに、メス1頭
だけで育てられるか
心配でしたが、すく
すく育っています。
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こうぼう

10月の動物園工房は「ネコになろう」。アニ

マルペイントで顔にトラやライオンの模様を
えが

描き、紙のかぶりもので大変身、「ワイルド

だろ～」。

10月の6～8日は秋のふれあいまつり。屋台
で むか

村や着ぐるみのお出迎え、アニマルステー

ジなどで楽しんでいただきました。

裏側探検ツアーで訪
ま すい

れた動物病院。麻酔

の機械や手術用具に
みな きょう み しんしん

皆、興味津々。

11月23日、ブラッザモンキーに
赤ちゃんが産まれました。母子
ともに元気なので、さっそく公
開しています。
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南米の森で飼育している2羽の

オニオオハシ。名前の通りその大
くちばし とくちょう

きな嘴が特 徴の、カラフルで南

国ムード漂う鳥です。「あんなに

大きな嘴、重くないのかな？」と

いう声をよく聞きますが、実はこ

れが意外と軽いのです。嘴の中は

ハチの巣のように六角形の穴が並

んだ構造（ハニカム構造）になっ
び

ています。また最近の研究で、微
さい の

細な血管から熱を逃がすラジエー

ターの機能があるということが分

かったそうです。「でも、あれだ

け大きいとエサを食べるのにも何

かと不便でしょ」と思われたあな

た。いえいえ、そんなことありま
ふ つう

せん。大きな嘴のおかげで、普通

なら届かないような所に実った果

実を食べることも出来ます。エサ

を食べる時は、器用に嘴の先でエ

サをくわえて、そのまま上を向き、
の ぞ

仰け反るようなポーズでエサを食

べます。この時、たまに開いた嘴
すき ま

の隙間から細長い針金のような物

が見えることがありますが、これ

がオニオオハシの舌です。

いしかわ動物園で飼育している

オニオオハシはオスとメスが一羽

ずつで、名前はオスがドリアン、

メスがマリリンです。とても仲が

良く、2羽が並んでいることもよ

くあります。性格はドリアンがし

っかり者、それに比べマリリンは

少しのんきな気がします。という
て わた

のもエサを手渡しで与える際、ド
に

リアンはいつでも飛んで逃げられ
ごし

るように少しへっぴり腰。

こちらから殺気でも感じるので

しょうか。一方、マリリンはエサ

を食べることに夢中。こちらが急

に動いたり、ドリアンにつられた

りしない限り、満足いくまでエサ

を食べています。ただこれは、い

しかわ動物園に来てからまだ日が
かんきょう

浅いので環 境に慣れていないだ

けなのかもしれません。アニマル

あいズが発行されるのは、原稿を

書いている今から1ヶ月以上後の

こと。その間に、2羽の様子も少

し変わってくるかもしれません。
ふ だん

そんな2羽は普段何を食べてい

るのかご存じですか？野生下では
こんちゅう

果物の他にも昆 虫なども食べて

いるそうですが、いしかわ動物園

では現在、ブドウやリンゴなどの

果物とキュウカンチョウ用のエサ

を与えています。その中で一番の

お気に入りがブドウです。色んな

エサを一つのお皿に混ぜて置いて
ま ちが

おくと、まず間違いなくブドウか

ら食べ始め、ブドウがなくなった

ら仕方なく他のエサを食べていま
かたよ

す。これでは栄養が偏ってしまう

ので、朝一番に与えるエサはブド

ウを減らすなど、出来るだけまん

べんなく食べさせるため色々と工

夫しています。

ドリアンとマリリンは仲が良い

と書きましたが、そうなってくる
ぼく

と僕たちもやはりヒナの誕生を期

待してしまいます。オニオオハシ

の飼育下での繁殖はなかなか難し
にぎ

いのですが、賑やかな南米の森を
し こうさく ご

目指して、試行錯誤していこうと

思います。

シリーズ オニオオハシ
動物園の住人たち

南米の森担当 南都慶介

飼育員の手からエサを食べるドリアン

左マリリン（メス）、右ドリアン（オス）、嘴の傷の形が違います
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2012年11月に、新たなオニオ

オハシが来園しました。このオニ

オオハシは2005年に南米ガイア
さい

ナより来日、約7歳のペアと言う

ことで、繁殖にちょうど良いお年

頃です。オニオオハシの繁殖例は

国内の動物園でも聞かれるように

なってきましたが、いしかわ動物

園も繁殖に成功させなければなり

ません。

というのも、ちょうどこの2羽

のオニオオハシが日本に輸入され

た2005年頃から、世界中から野
と だ

鳥の輸入が途絶え始めているので

す。「そもそも野生動物を輸出入
し ぜん は かいこう い

するのは自然破壊行為であるから、

輸入停止は望ましい」という考え

方が今日の常識です。動物園は世

界中の多様な生物をお客様に展示
かんきょう

し、生息地の環 境や野生動物に

ついて深く知っていただくための
し せつ

施設ですが、そのために必要な個

体も入手困難になりつつあるのが

現状です。

これはオニオオハシに限ったこ

とではなく、ものまね上手なキュ

ウカンチョウや、オウム類、多く

の小鳥類も同様です。いし

かわ動物園の南米の森では、

開園以来フウキンチョウと

いう美しい小型フィンチを

展示していますが、この鳥

も容易に輸入できなくなり

ました。繁殖がうまくいか

なかったので、現在は残す

ところ1羽となってしまっ

ています。ふれあいひろばで人気

のキュウカンチョウも、かつては

街の小鳥店で安く売られていまし
けた ちが

たが、いまは桁が一つ違うのでは

ないか？と思うほどの高額な鳥に

なっています。

野鳥の輸入が止まってしまった
かんせんしょう

原因の一つは、各種感染 症が動
かい こ

物を介して国内に持ち込まれるこ

とを防ぐ法律が整備されてきたこ
きん

とにあります。野生動物の持つ菌

やウイルスは、人間ものとは種類

が異なるため、安易に輸入すると、

鳥インフルエンザやペスト、さら

には未知の病気を持ち込むことに

なってしまいます。そのため、今

後は気軽に野生動物の輸入をする

ことはできません。

外国から動物が輸入されないと、

動物園としては困ったことになり
ろうれい

ます。今飼育している個体が老齢

になり、死亡した際、新しい個体

を導入できなくなるのです。動物

がいなくなると、動物園は成り立

ちませんから、国内にいる個体を

元に、積極的に繁殖に取り組んで

いかなければなりません。

一方で、動物園の飼育場やスタ

ッフの数には限りがあるので、特

定の種類ばかりを無制限に繁殖さ

せ続けるわけにはいかず、繁殖制

限をすることもあります。繁殖可

能な希少動物がペアで居るのに、
むな

繁殖させられない、何とも虚しい

現実です。繁殖を制限しているう

ちに、ペアが高齢化して繁殖不可

能になってしまう…。そのような

事例は国内の動物園で、様々な種

で起きているのではないでしょう

か。

現在は、ほかの動物園との動物
こうかん

交換や、所有権を移さずに個体だ

けレンタルするブリーディング

ローンが盛んになってきています

が、いずれ国内の飼育下個体だけ
い じ

では個体群を維持できなくなる事

が予想されます。そのため、国外

から動物を導入するルートを確保

しておく必要があるのではないか

な、と考えています。

さしあたり、いしかわ動物園生

まれのオニオオハシを全国の動物
はんしゅつ

園に搬 出できる、という日が来

る事を熱望しています。

シリーズ 外国産鳥類展示の未来
住人たちのエピソード

編集部 野田英樹

フウキンチョウは美しい鳥ですが、いずれ動物園でみ

られなくなるかもしれません

キュウカンチョウも国内繁殖を進めていく

べき希少な鳥です
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2012年9月にいしかわ動物園に

やってきた2頭のライオン、オス

のクリスとメスのアンニン、とも
しょく

に3歳。新しい環境にも慣れ、食
よくおうせい

欲旺盛、大変元気です。さて、こ

の元気な2頭と古株のメスライオ

ン16歳のエルザとの関係が難しい

ことに…。まずは、エルザとアン

ニン、メス同士に仲良くなっても

らう必要があり、あの手この手を
さく ご

使い、少しずつ2頭の柵越しでの

顔合わせを始めました。若いアン

ニンは、エルザに大変興味があり、

積極的なアピール。しかし一方、
め

エルザは何かがお気に召さないら

おこ い かく く

しく、怒って威嚇を繰り返すばか
れい ぎ

り。アンニンの若さゆえの礼儀を

知らない行動が原因なのか。ただ
がん こ

エルザが頑固なだけなのか。とも

に育った環境が

違うため、仲良

くなる方法が違

うようです。そ

んなある日、ア
あま

ンニンが甘える

ようにエルザに

お腹を見せてア

ピール。すると

エルザに気持ち

の変化があった

じょじょ

ようです。徐々に威嚇も減り良い

方向へ。近日中には同じ展示場で

仲良くしている姿がご覧いただけ

るかもしれません。

2012年11月8日に、埼玉県こど

も動物自然公園からワラビーのメ

ス、スプー（4才）がやって来ま

した。1年以上1頭で暮らしてきた
よめ

アナキン（7才）のお嫁さんです。

スプーは10頭ほどの群れで生活し

ちょうきょ り

ていたのですが、1頭で長 距離を

移動したうえ、初めての場所、そ
じょうきょう こわ

の状 況がとても怖かったらしく、
けんえき

検疫のための部屋に放されるとパ

ニックになり、部屋中を走り回っ

たり垂直に飛び上がったり。幸い

ケガはありませんでした

が、今後が少し心配にな
とうちゃく

った到 着初日でした。2

週間ほどしてカンガルー

舎に来た時は、あのパニ

ックがうそのように落ち

着いていて、いしかわ動

物園での生活にも慣れて

くれたのかな？という感

じでした。次はいよいよアナキン

との対面です。この時もスプーは
きょう

落ち着いていて、アナキンが興
み しんしん

味津々で近づいても、逃げ回るよ

うなことはなく、初日からとても

順調な対面となりました。数時間

の同居を何日か繰り返した後、完

全に同居するようになると、並ん

でエサを食べるなど、仲の良い姿

も見られるようになりました。今
ち

は冬ですし、アナキンのケガの治
りょう

療もあり、2頭を放飼場で見てい

ただくのはもう少し先になりそう

ですが、ぜひその時を楽しみにし

ていてください。

シリーズ ライオン仲良し作戦
ながぐつ日誌

ネコたちの谷担当 坂牧朝仁

シリーズ お嫁さんがやってきた！
ながぐつ日誌

オーストラリアの草原担当 小山貴弘

顔見せ中のアンニン

仲よく並ぶアナキン（左）とスプー（右）
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私達の身の周りにいる野生動物、
きょ り かん

近頃、距離感がなくなったように
かれ

思います。そんな彼らの生活は、

意外にも活発でエネルギッシュに

満ちています。まず、繁殖に始ま
いっぱん

り、子育て、巣立ちと一般に見ら
にぎ

れる光景で、かなり賑わいをみせ

てくれます。

しかしながら、この時期は生存

をかけた戦いがあり、生き残るた

めの試練を負わなければなりませ

ん。野生動物の世界も決して楽で

はないようです。
しょうびょうちょうじゅう

今回は傷 病 鳥 獣の保護活動

の現場から簡単に報告いたします。
はんにゅう

いしかわ動物園に搬 入される野

生動物は年間約600頭（羽、卵）あ
あっとうてき

って、この内訳は鳥類が圧倒的に

多く、その他タヌキ、キツネ等の獣
ふく

類も多少含まれます。保護された

動物は原因や状況により対応は異

なりますが、傷を負った動物は整
すいじゃく

形してリハビリを行い、衰 弱し
えいようざい

たものは栄養剤を与えて保温して

安静にする必要があり、特にヒナ、

幼獣は保温し、エサを与えて巣立

ちまで親代わりをします。これで、

自立できる目処が付いたところで、

今度は放鳥（獣）を行うことになり

ます。放鳥（獣）は個体の回復具合
こころ

と時期を見計って行うことに心
が

掛けています。放鳥（獣）のとき、

気付くことがあります。箱に入れ
きょう ふ

られ移動するまでは恐 怖の表情
ふた

をしていた動物たちが、箱の蓋を

開けたとたん、キリッとした野性
もど

の目に戻ることです。そして一目
しげ

散に大空へ、繁みの中へ姿を消し
いっしゅん

ていきます。旅立ちは一 瞬にし

て終わり、あっけないものです。
だいじょう ぶ

“生きていけるからもう大丈夫だ

よ! !と言い残して”。

いしかわ動物園、実は夏よりも

冬に電気を多く使います。その理
だんぼう

由は、動物の暖房のために多くの

遠赤外線ヒーターを使っているか
しん

らです。ご存知のとおり、体を芯

から温めるという特長をもつため

動物にも人にもやさしいヒーター

ですが、さすがに120台もあると

電気代がかさむことはさけられま

せん。こうして多くの動物が暖か

い屋内展示室で冬を過ごしている

なかでもカピバラだけは別格で、
ろ てん ぶ ろ

露天風呂「カピバラ湯」が備わっ

ています。この「カピバラ湯」、

雪が多く寒いほどに湯気が立って

風情が増すせいか、悪天候にもか

かわらず長時間カメラを構えてい

る人を見かけます。そこで、冷え

た体を暖めてもらうために、ふれ

あい広場横の二階レストランを無
きゅうけいじょ

料休 憩所として開放しています。

食事の提供はしていませんが、自

由にお使いいただいて暖まってく

ださい。そして、レストランの休
なが

憩所から眺めると、学習センター

の屋上一面に太陽光発電装置が見

か しょ

えます。動物園内の5箇所に同様

の装置が設置されていて全体では

家庭用の10倍程の規模になります

が、残念ながら降雪時の発電は小

さく、ヒーターの電気代をまかな

いきることは出来ません。

シリーズ 保護鳥獣の現場から
動物園とぴっくす

動物病院 松本忠幸

シリーズ 冬の動物園
動物園とぴっくす

総務課管理係 豊島勝範

ノスリの野生放鳥

無料休憩所から見える太陽光発電装置



ウサギのふれあいタイム　 アシカの食事タイム ペンギンの食事タイム　

その他にもいろいろな場所、動物で飼育係がガイドを行なっています

動物園工房

1月 13日、2月１0日、3月 10日

動物に関する楽しい工作教室。

どなたでも参加できる出入り自由の楽しい教室です。

毎月第２日曜日、午後１時～２時

今後の予定

裏側探検ツアー

1月 19日、2月１6日、3月１6日

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。要電話予約。2週間前から受付けます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

毎月第３土曜日、
　　午前１１時から３０分程度

今後の予定

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を

しながら解説します。動物園入口で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、天候や動物の体調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。

日曜トーク

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。

毎月第４日曜日、
　　　午後１時半から３０分程度

今後の予定

自然クラブズーキッズ

2月3日（日）11時～１4時まで

対象：小学生（低学年は保護者同伴）30名

募集期間：12月31日（月）～1月26日（土）

 いろいろな角度から自然や動物について学び、　体験して下さい。　　　　　　　　　

お申し込み方法　
往復はがきに参加者全員の氏名年齢（学年）、
住所、電話番号を記入して
「いしかわ動物園　ズーキッズ係」までお申し込み下さい。

小さいお子様でも
　　　　挑戦できます

トレーニングを
行ないながら食事
を与えていきます

小魚を丸飲みで
　　　　食べます

編 集 後 記

冬のとっておき

りょうしょう

動物園で冬さがし

こうにゅうび

毎年恒例のペンギンのお散歩タイム。今年生まれた幼鳥

も登場します。愛らしいペンギンたちと一緒に記念撮影を

してお楽しみ下さい。

お食事タイムでは目の前で餌を食べる様子を観察して

下さい。まだ動物園に来て間もないので近くに下りて

来ない時はご了承下さい。冬でも暖かい｢南米の森｣

はおすすめです。

マゼランペンギンのお散歩タイム1年半ぶりのオニオオハシの展示

11月 8日　埼玉県こども動物自然公園よりアカクビワラビー♀1頭がやってきました。　

11月 13日　神戸花鳥園よりオニオオハシ♂1羽♀1羽がやってきました。

年賀状展
展示期間1月13日（日）～2月11日（月）

動物たちに年賀状を送って下さい。素敵な作品には

記念品を贈呈します。たくさんの年賀状をお待ちして

おります。

募集期間：1月1日（火）～1月7日（月）

表彰式：1月13日（日）
1月 27日、2月 24日、3月 24日

ぞうてい

こうれい

いっしょ き ねんさつえい

時間　
13：0

0～13
：30　

　

場所　
ふれあ

いひろ
ば　　
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　昨年も動物の出入りがたくさんあり

ました。動物の移動の際、他の施設

を見学させていただくと、参考にな

る飼育技術や展示技術が多くありま

す。全国の動物園、水族館も見習って、

2013年は昨年以上に魅力的ないしか

わ動物園にしていきます！今年も宜し

くお願い致します。（野田）
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２０１２　冬　Vol.13-4

9/5～6 トキ飼育繁殖小委員会に参加（佐渡市）

9/12～13 中部ブロック獣医師研究会参加（七尾市）

9/15.16.22.23 ナイトズー

9/15 シロテテナガザル出産♂1頭

9/18 富士自然動物公園よりライオン♂1♀1搬入

9/19 長野市城山動物園へワオキツネザル♂1搬出

9/20 ケヅメリクガメ産卵

9/27 ワタボウシタマリン♂（ジャンボ）死亡 17才

9月中
レクチャー7件 裏側探検 2回 講師派遣
1回 飼育実習2名
鳥類21羽 哺乳類2頭 保護

10/2
富山市ファミリーパークにカピバラ♂1搬出
同パークよりプレーリードッグ♂1♀1搬入

10/3 ゴマフアザラシ会議参加（藤沢市）

10/5 ライオン展示開始

10/6.7 ナイトズー

10/9 バードストリートで誕生したフクロウ3羽放鳥

10/11 鯖江市西山動物園へミミキジ♂1搬出

10/13～15 ライチョウ会議に参加（高山市）

10/15 ワタボウシタマリン出産2頭

10/24 中部ブロック園館長会議参加（沼津市）

10月中
レクチャー28件 裏側探検 1回
鳥類41羽 哺乳類2頭 保護

11/3 動物たちの体重当てクイズ実施

11/3 オオカンガルー♂（ナックル）死亡14才

11/7～8 トキ飼育繁殖小委員会に参加（佐渡市）

11/7 埼玉こども自然動物園よりアカクビワラビー♀1搬入

11/10 マゼランペンギン 1羽死亡

11/12
アミメキリン出産♂1頭
ケヅメリクガメ孵化始まる

11/13 神戸花鳥園よりオニオオハシ♂1♀1搬入

11/14～15 海獣技術者研究会に参加（名古屋市）

11/20 オオカンガルー♀1死亡

11/21 ヒョウモンガメ♂1死亡

11/21～22 ライチョウ域外保全会議に参加（長野市）

11/23
ブラッザモンキー出産1頭
長野市茶臼山動物園よりホルスフィールドリ
クガメ♂1搬入

11/26 動物脱出訓練、消防訓練実施

11/27 佐渡トキ保護センターへトキ2羽搬出

11/28 佐渡トキ保護センターよりトキ1羽搬入

11/28～29 両生類爬虫類会議に参加（東伊豆町）

11/29 カピバラ♂（セン）死亡

11月中
レクチャー3件 講師派遣 2回
鳥類20羽 哺乳類2頭 保護


