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表紙のことば

カピバラ湯
　今季の表紙は、いしかわ動物園の冬の
名物となったカピバラ湯です。南アメリ
カ原産のカピバラは寒さがにがてなので、
冬は室内での展示だったのですが、カピ
バラ湯ができてからは冬でも屋外で見ら
れるようになりました。おまけにうっと
り湯につかる姿は、見ている側も癒

いや

され
ると、なかなかの人気です。
　ところで表紙の写真、うっとりと言う
より外に 興

きょう

味
み

津
しん

々
しん

の様子です。湯ぶねで
温まると、こんな動きのあるポーズもと
ってくれるのです。「うっとり」を取るか

「興味津々」を取るか悩みましたが、少な
いシーンを紹介するということで、湯ぶ
ねで興味津々のポーズを採用しました。

（写真 田島一仁、文 竹田伸一）
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ユキヒョウの風景

　ユキヒョウのスカイにとって、初めての雪国石川の冬が訪れた。ユキヒョウは高山の雪と氷に適応した
体を持っている。蒸し暑い日本の夏は、特に2013年の猛

もう

暑
しょ

は、さぞつらかっただろう。
　その一方、東京の多

た

摩
ま

動物公園で生まれたスカイは、まだ雪は知らない。正確に言えば、降る雪は見た
ことあるだろうが、一面の雪景色は初めてのはずだ。だからユキヒョウを雪の展示場で遊ばせてやりたい、
見てみたい。きっと白い雪景色にユキヒョウはよく似合うはずだ。

冬だ　雪だ　ユキヒョウだ
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特集1特集1 コビトカバのオスがやってきた 動物病院　堂前弘志

　2013年10月、ようやくシンガ
ポールからオスのコビトカバを導
入することができました。2012
年4月にオランダのオーフェルロ
ーン動物園から迎

むか

えたメスの「ノ
ゾミ」のお婿

むこ

さんです。「コビト
カ バ を ペ ア で 海 外 か ら 入 れ る
ぞ！」という3年越

ご

しの願いが、
ついに達成しました。
　10月19日には、谷本知事も出
席しての記念式典を開催し、一般
公開と地元の大成保育園の園児た
ちがマーチドラムの演奏を披

ひ

露
ろう

し
てくれました。
　11月23日には、名前も公

こう

募
ぼ

に
より、もっとも投票が多かった「ヒ
カル」に決まりました。北陸新幹
線金沢開業など石川県の「光」か
がやく未来がイメージでき、そし
て、これからいしかわ動物園では
コビトカバの繁殖を目指し、その
目標である望み（ノゾミ）が、光

（ヒカル）かがやいているものと
願っています。

なぜ、海外から連れて
くるの

　ノゾミがいしかわ動物園に来る
前は、日本国内ではコビトカバは
7頭飼育されていたのですが、そ
れはお父さん、お母さん、そして
その子どもたちでした。しかも、
オスは1頭のみで、その他はすべ
てメスだったのです。ヒトの世界
で例えると、日本では、ひと家族
しかいないことになり、今後の国
内でのコビトカバの種の保存を考
えると、どうしても新しいペアを
導入し、さらにその子どもたちが
親となっていくことが必要でし
た。ノゾミとヒカルが日本のコビ
トカバに仲間入りしたことで、将
来はかなり明るくなりました。

オスは貴重なの

　世界の動物園で飼育されている
コビトカバの頭数は、330頭ほど

ですが、オスがかなり少なく、文
ぶん

献
けん

からも、飼育下でのオスの割合
は41％と調査されています。そ
の貴重なオス探しは、ノゾミとの
年
ねん

齢
れい

差をも考えると個体は限ら
れ、大変苦労しました。
　これまでヨーロッパ、オースト
ラリア、アメリカ、南米、アジア
の数々の国々と交

こう

渉
しょう

を重ねまし
た。しかしコビトカバなどの偶

ぐう

蹄
てい

類を日本へ輸入できる地域は、動
物の伝染病に関する法律で厳しく
制限されていて、どこの国からで
も輸入できるわけではありませ
ん。いしかわ動物園のコビトカバ
への熱意を理解してもらうため
に、数えきれないほどのメールや
手紙を書きました。また、時差の
関係で夜遅

おそ

くに、園長をはじめ通
訳さんたちとともに電話で交渉す
ることもありました。
　今回、提供していただいたシン
ガポール動物園にも2年ほど前に
一度交渉したのですが、その時の
答えは“No”でした。しかしな

シンガポール動物園のスタッフとがっちり握
あく

手
しゅ

シンガポール航空機で成田空港に到
とう

着
ちゃく
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特集1特集1 コビトカバのオスがやってきた 動物病院　堂前弘志

がら、こちらもあきらめるわけに
いきません。もう一度、依

い

頼
らい

の連
れん

絡
らく

をしたところ、大変うれしいこ
とに“OK”の返事をいただいた
のです。最後に園長の粘

ねば

りでうま
くいきました。
　今回、ヒカルをいしかわ動物園
に提供していただく代わりに、こ
ちらからはシンガポール動物園が
希望されたホンドタヌキ6頭を提
供しました。当園ではタヌキを飼
育しておらず、日本産動物の保全
にも活

かつ

躍
やく

されている富山市ファミ
リーパークさんに相談したところ
快く 了

りょう

解
かい

いただき、無事契
けい

約
やく

を
済ませることができ大変感謝して
います。

シンガポールを訪問して

　9月に、お礼と輸送の最終打合
せのため、シンガポール動物園を
訪問した際、まず、そのエントラ
ンスで目に付いたのは、タヌキの
看板でした。シンガポール動物園

では開園40周年記念で
フローズンツンドラと
いう新施

し

設
せつ

をオープン
し、その展示にタヌキ
が加わっていたのです。
タヌキの展示施設は日
本では見ることがない
ほど 充

じゅう

実
じつ

したものでし
た。日本でなじみ深い
タヌキも、海外の動物
園から見れば、大変貴
重な動物種のひとつの
ようです。あらためて日本産動物
の保全や飼育技術の向上の重要さ
を感じました。

その後の2頭は

　ヒカルとノゾミ、ともに食いし

ん坊
ぼう

なこの2頭の相性は、悪くな
さそうで、お互

たが

い顔をすり寄せて
いることもあります。ようやく2
頭を引き合わせることができまし
たので、次は繁殖を目指していき
ます。できることならばオスが生
まれてきてほしいな…。

10月4日、動物園に無事到着

相性は悪くなさそう（右ヒカル、左ノゾミ）

2頭での展示の様子
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特集2特集2 兄弟ケンカを防ぐ　イヌワシのローテー ション育すう 種の保全グループ　竹田伸一

　いしかわ動物園では2013年、
初めてイヌワシを繁

はん

殖
しょく

させるこ
とに成功しました。それも秋田市
の大森山動物園から卵を長距

きょ

離
り

移
送して、当園のペアに抱

だ

かせると
いう実験的な試みでした。この事
については2013年夏号で報告済
みですが、今回はその後のヒナの
成長について報告したいと思いま
す。

ヒナの兄弟ケンカ

　4月11日、最初のヒナがふ化、
続いて16日には2羽目のヒナもふ
化しました。ふ化には特に遅

おく

れも
なく、長距離の移送や里親となっ
た当園ペアの抱

ほう

卵
らん

に問題はなかっ
たことがわかりました。
　しかし、ヒナたちには問題が残
っていました。実はイヌワシのヒ

ナは、ほとんどの場合、1羽しか
育ちません。理由はヒナの兄弟ケ
ンカです。ヒナは3～5日の差で
ふ化しますが、最初のヒナが下の
ヒナを突

つ

きまわし、弱ったヒナは
親からエサをもらえず死んでしま
います。親はケンカを止めようと
せず、上のヒナはエサを独り占

じ

め
するのです。これは野生下でも飼
育下でも例外なくおこり、エサの
少ない時でも確実に1羽が育つた
めの本能と考えられています。危
険を覚

かく

悟
ご

で2羽をそのままにする
か、1羽を人工で育てるか、大い
に悩

なや

むところでした。

ローテーション育すう

　そんな時、大森山動物園の小松
園長から「ローテーション育すう
をやらんかね。うちじゃ成功した

けど、他でも成功するか確かめた
いんだな」と、お電話をいただき
ました。
　『ローテーション育すう』と言
うのは、親がヒナを育てる自然育
すうと、人がヒナを育てる人工育
すうを交代で行う方法で、大森山
で考え出されました。つまり1羽
のヒナは親が育て、もう1羽は人
が育て、定期的に交代させるので
す。こうするとヒナは2羽とも安
全に育ち、定期的に交代すること
で親を忘れず、人に馴

な

れ過ぎるこ
とはありません。
　卵の長距離移送が成功してホッ
としたばかりなのですが、小松園
長はイヌワシの権

けん

威
い

、頭が上がり
ません。不安を覚えながらも 挑

ちょう

戦
せん

することにしました。

ヒナの交代

　初めて兄弟ケンカが起こったの
は4月19日、それは兄弟ケンカと
言うより第1子からの一方的なイ
ジメでした。準備を整えて翌20

4月20日、第1子を人工育すうに（9日齢
れい

）

4月16日、2羽のヒナに給
きゅう

餌
じ

するメス親

4



特集2特集2 兄弟ケンカを防ぐ　イヌワシのローテー ション育すう 種の保全グループ　竹田伸一

日に第1子を巣から取り上げ、人
工育すうにしました。上のヒナを
選んだのは、ふ化後9日で充

じゅう

分
ぶん

親
鳥を覚えたと考えたからです。第
2子だと未だ4日、親鳥を覚えな
いうちに人間に馴れてしまうかも
しれません。なお、ヒナのエサ量
については大森山動物園や盛

もり

岡
おか

市
動物公園から資料を送っていただ
きました。
　こうして第1子は人工で、第2
子は親元でたっぷりエサをもらっ
て育ちました。その後のヒナの交
代は1週間おきと決め、最初の交
代日4月27日に第1子は親元に戻

もど

され、第2子は人工に代わりまし
た。この時には、人工育すうの第
1子が親鳥を覚えているか心配し
たものですが、ヒナはすぐ親にエ
サをねだり、何の心配もいりませ
んでした。

いつ同居を始めるか

　ヒナは順調に育ち、第2回交代
日の5月4日、第2子が親元に戻り

ました。そして第3回
交 代 日 の5月12日、
第1子が親元に戻る時
に、兄弟を同居させ
てみることにしました。最初の交
代から23日、大森山では同居に1
月以上かけているので、少し早い
かとも思いましたが、モニターで
見る親元の第2子は大きく、第1
子と変わらないように見えまし
た。
　「いつ同居を始めるか、今でし
ょ！」話題のフレーズにのって実
行しましたが、結果は大成功。7
月には2羽とも無事に巣立ちを迎

むか

えることができました。

家族4羽はいつまで

　2013年11月末現在、幼鳥たち
は両親とともにケージで暮らして

います。DNA検査の結果、第1子
はオスで県内の山にちなみ「だい
にち」、第2子はメスで同じく川に
ちなみ「かけはし」と名付けられ
ました。
　イヌワシの繁殖期は冬、12月
には求愛行動が始まりますが、今
度は両親から幼鳥たちへの攻

こう

撃
げき

が
心配されます。最悪の場合は殺さ
れてしまうかもしれません。親子
を分けて飼育しなければなりませ
んが、またまた大森山の小松園長
からお電話が。
　「いつまで一

いっ

緒
しょ

にいられるか、
できるだけ試してみんかね」。い
つまでも悩みは尽

つ

きないイヌワシ
の繁殖実験なのでした。

5月12日、兄弟の同居開始、左第1子、右第2子

5月2日、人工育すう中の第2子（16日齢）

7月12日、巣立ちした幼鳥、左第2子メス、右第1子オス
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GRAPH グラフ

動物園秋のアルバムから

新しいカップルに展示場を譲
ゆず

ったので、
レッサーパンダのタンタンとメロンの
老カップルは旧アライグマ展示場に移
りました。思わず手を伸

の

ばしたくなる
ほど、ここの展示場は近い。

9月の動物園工
こう

房
ぼう

は「マスク・ザ・ズー」。マスクに絵
を描

か

いたり塗
ぬ

り絵をしたり、自分だけの動物マスクを
作りました。

動物園フォトコンテスト2013の最優
ゆう

秀
しゅう

賞は、「8ℓ」
の坂口 環さん。鼻いっぱいに吸い込

こ

んだ約8ℓの水
を噴

ふき

出
だ

した躍
やく

動
どう

感のある作品でした。
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GRAPH グラフ

10月19日、コビトカバ
のオス一

いっ

般
ぱん

公開の記念
式典が行われ、谷本知事
の他、能美市大成保育園
のみなさんがお祝いし
てくれました。

11月27日、毎年恒
こう

例
れい

の動物
脱
だっ

出
しゅつ

防止訓練が行われまし
た。今年の想定は地

じ

震
しん

でトラ
が逃

に

げ出したというもの。あ
ってはならないことですが、
万一のための訓練が大切です。

秋のふれあいまつりで実
じっ

施
し

された「アニマル
ステージ」。お客様の間近でノスリのフライト
トレーニングを披

ひ

露
ろう

しました。

サニーが振り込めサギ撲
ぼく

滅
めつ

広報大使「だまされないゾウ」
に任命されました。10月18日ゾウ舎の前で、石川県警
のいぬわし君といぬわしちゃん、能美市のゆるキャラ
のみまる君が、振

ふ

り込めサギ注意をうったえました。
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レッサーパンダの新カップル
　小動物プロムナード担当　卜部倫昭

シリーズ
動物園の住人たち

　いしかわ動物園のレッサーパン
ダは、今までオスのタンタン（12
才）とメスのメロン（14才）の2
頭でした。残念ながらこの2頭の
間には子どもが生まれず、年も年
なのでもう繁

はん

殖
しょく

は難しいとの判
断から、なんとか若いレッサーパ
ンダを導入したいと考えていまし
た。この度、念願の若いカップル
導入が決まり、10月1日にオスの
アクア（3才）とメスのアヤメ（2
才）の2頭が来園しました。アク
アは千葉県の市川市動植物園か
ら、アヤメは山口県の 周

しゅう

南
なん

市徳
山動物園からやって来ました。
　レッサーパンダは中国南部やネ
パール、ミャンマー北部の山地に
生息していて、シセンレッサーパ
ンダとネパールレッサーパンダ

（ニシレッサーパンダ）の2亜
あ

種
しゅ

が
います。日本の動物園で飼育され
ているものはほとんどシセンレッ
サーパンダです。体長は50～65
㎝、体重は5～9㎏くらいで、ア

クアとアヤメは共に体
重は約6.5㎏でした。
野生では標高1500～
4000mにある森林や
竹林に生息していて、
主に竹や笹

ささ

、タケノコ
を食べていますが、他
にも果実やキノコ類、
昆
こん

虫
ちゅう

や 小 さ な 動 物、
鳥の卵なども食べる雑
食動物です。野生では
いろいろな物を食べて

いますが、動物園では主に竹、リ
ンゴ、バナナ、オレンジ、キウイ、
固形飼料を与

あた

えています。
　2頭が来園した日は引っ越

こ

しの
疲
つか

れや馴
な

れない所に来たというこ
ともあり、用意したエサはきっと
食べてくれないだろうと思ってい
たのですが、2頭とも人の姿が見
えなくなるとすぐにエサを食べた
ので一安心したのを覚えていま
す。
　最初アクアを見たときはズング
リムックリな体型で目つきもする
どく、なんてオスらし
い堂々としたレッサー
パンダなんだろうと思
いました。アヤメは反
対 に ス マ ー ト な 体 型
で、小顔でまん丸な目
をしており、なんてか
わいい顔をしたレッサ
ーパンダだと思いまし
た。2頭とも人には馴
れていますが、アクア

は体に似合わず少し神経質なとこ
ろがあり、見慣れない物や聞き慣
れない音があるとすぐに警

けい

戒
かい

して
しまいます。ただ、エサを与える
ときは早く欲しいのか、いきなり

「ガガッ」と鳴いて飛びかかって
くる事もあり注意が必要です。ア
ヤメはアクアより落ち着きがあ
り、私たちが放飼場に入ると後を
ついてきたり、エサをねだるよう
な行動を見せたりと好

こう

奇
き

心
しん

旺
おう

盛
せい

な
行動をしています。
　今では2頭とも環

かん

境
きょう

に馴れたの
と若いというのもあってか、昼間
は寝

ね

てばかりいるというレッサー
パンダのイメージとは違

ちが

い、活発
に動き回り、竹を食べたり木に登
り木の葉をかじってみたり、枝を
折ってしまったりとやんちゃな姿
を見せてくれます。普

ふ

段
だん

は単独生
活をしているのですが、冬になる
と繁殖期に入り、この号が出る頃

ころ

には2頭の同居が始まっているの
で、二世誕生をぜひご期待くださ
い。

少し神経質なオスのアクア

好奇心いっぱいのメスのアヤメ

8



　レッサーパンダといえばやはり
二本足で立つ姿が有名です。その
愛らしさから一大ブームを引き起
こした事がまだ記

き

憶
おく

に新しいと思
います。ですから、今回は二本足
で立つ足の仕組みから、動物たちの
歩行について書こうと思います。
　実はレッサーパンダの歩き方は
人間と同じでかかとを地面につけ
て歩きます。素早い行動はあまり
得意ではありませんが、足と地面
の接する部分が多いため、立った
状態を維

い

持
じ

しやすく二本足でも立
つことができるのです。よって不
安定な木の上での生活にも適した
足なのです。このようにかかとを
地面につける歩き方を「蹠

しょ

行
こう

性
せい

歩
行」（図①）といいます。蹠行性
歩行をする動物は、その他にサル
やクマの仲間がいます。どちらも
二本足で立つことが容易にできま
す。その他の歩行にはかかとを地
面から上げて歩く「指

し

行
こう

性
せい

歩行」
（図②）と「蹄

てい

行
こう

性
せい

歩行」（図③）
があります。
　指行性とは主にイヌやネコなど

の肉食動物の歩き方で、人間で言
うとかかとをあげて指で立った状
態です。例えるとハイヒールを履

は

いた足の状態で常に歩いているの
と同じです。人間で考えてみると
辛
つら

い状態です。しかし、人間も全
速力で走る時はかかとをあげて走
るように、すぐに素早い動きがで
きるのです。また、獲

え

物
もの

に忍
しの

び寄
る時も静かに歩くことができ、ハ
ンターとしても有利な足と言えま
す。人間も気づかれまいと静かに
忍び寄る時はかかとを上げて歩き
ますよね。
　次に蹄行性ですが、主にウマや
ウシなどの蹄

ひづめ

をもった草食動物の
歩き方で、これを人間に例えると
爪で立っている状態です。ですか
らバレエダンサーのような体勢を
して歩いていることになります。
一
いっ

般
ぱん

の人には到
とう

底
てい

真似できませ
ん。蹄行性の草食動物では爪

つめ

は巨
きょ

大
だい

化
か

して蹄となっています。この
蹄の力で肉食動物から速く、そし
て長距離を走ることによって逃げ
ることができます。このように動

物の足や歩行の形式も様々である
ことがわかっていただけたでしょ
うか。
　さて、では実際レッサーパンダ
はいったいどのような時に立つの
でしょうか。実は身体の小さいレ
ッサーパンダは少しでも自分を大
きく見せるためや、周囲を見

み

渡
わた

す
ために立ち上ります。つまり相手
を威

い

嚇
かく

する時や見張りをする時に
立つのです。レッサーパンダの天
敵の中には当園でも飼育している
ユキヒョウがいます。ユキヒョウ
に向かって立ち上がり、威嚇する
頼
たの

もしいレッサーパンダを野生で
観察してみたいものです。しか
し、飼育下ではエサをねだる時に
立ったり、兄弟でじゃれあったり
する時に立つ姿が全国の動物園で
観察されています。左記でも 紹

しょう

介
かい

がありましたが、新しく仲間入
りしたアクア（オス）とアヤメ（メ
ス）の新しいペアももちろん立ち
ます。そして、この新ペアの繁殖
が成功することをゆっくりと待つ
ことにしましょう。

シリーズ
住人たちのエピソード

指行性

トラ 人間の場合

蹄行性

ウマ 人間の場合

蹠行性

人間の場合レッサーパンダ

かかとの位置

【図①】 【図②】 【図③】

　編集部　藤井匠也

レッサーパンダはなぜ立てるのか
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『ポニーといっしょに写真を撮
と

ろう』
コーナーの新設

カリフォルニアアシカの赤ちゃん公開

　ふれあいひろば担当　高田洋之

　アシカ・アザラシたちのうみ担当　横川友恵

シリーズ

シリーズ

ながぐつ日誌

ながぐつ日誌

　ふれあいひろばに、土日祝日限
定で、ポニーと一

いっ

緒
しょ

に写真を撮る
コーナーを設けました。最初、コ
ーナーの設定場所をバッテリカー
とヒツジ舎の間を想定したのです
が、やや大がかりな改修工事が必
要になり断念しました。それか
ら、背景などもいろいろ考

こう

慮
りょ

しな
がら、のみ牧場と馬

ば

房
ぼう

の間の場所
で進めることとなりました。まず
コーナーの時間帯の設定を考え、

「ポニーのゲンキがどのような状
態で、どれだけ大人しくじっとし
ていることが出来るだろうか」と、
ちょっと不安に思っていると、「顔

の器具を手
た

綱
づな

で両サイ
ドに固定すると良い」
と園長から助言をいた
だき試してみると、な
んとゲンキは大人しく
なり心配事が解消出来
ました。
　次に、年賀状用の看
板を岩本技師に製作し
てもらい、手作りで正
月らしいユニークな看
板が出来ました。さらに看板を取
り付けるアーチ状の枠

わく

、ゲンキの
動きを出来るだけ少なくするため
に台を豊島補

ほ

佐
さ

に製作していただ

きました。天気がよい時は、かな
りの行列が出来る盛

せい

況
きょう

ぶりで、
大人しいゲンキも可愛らしく人気
者です。

　親にも負けないくらい、プール
で活発に泳ぎ回っている赤ちゃん
ですが、泳げるようになるまでに、
実は様々な苦労がありました。
　生後2週間が経った頃

ころ

、そろそ

ろ泳ぐ練習をさせよう
と初めて親子をプール
へ移動させました。迷
うことなく自らプール
へ飛び込

こ

んで行った赤
ちゃんでしたが、母親
のショコラと一緒に泳
ぎ始めると、沈

しず

んだま
ま溺

おぼ

れてしまいまし
た。普

ふ

通
つう

なら、うまく
泳げなくても母親が助けるのです
が、ショコラはどうしていいのか
分からない様子だったので、しか
たなく私がプールへ飛び込んで助
け出しました。それからは、赤ち

ゃんと私のマンツーマンの特訓の
日々が始まりました。まずは低い
水位から。よく私を追いかけて短
い距

きょ

離
り

を泳いでは、足につかまっ
て 休

きゅう

憩
けい

していました。その後は
徐
じょ

々
じょ

に水位を上げていき、泳ぎに
余
よ

裕
ゆう

が出てくると潜
もぐ

ったり泡
あわ

を出
して遊んだりするようにもなりま
した。泳げるようになってから、
再びショコラと一緒にプールへ移
動させると、親子で元気に泳ぐ姿
を見ることができました。赤ちゃ
んの成長や行動は、私自身本当に
勉強させられます。ぜひ成長した
赤ちゃんを見に来て下さいね。

写真コーナーは大人気

プールで泳ぎの練習中の赤ちゃん
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飾
か ざ

り付けの極意
　管理係　穴田博子

シリーズ
動物園とぴっくす

　両親よりも先に階段を駆
か

け上が
り走ってくる子どもたち。動物園
は生まれて1ヶ月からお年寄りま
で幅

はば

広い年
ねん

齢
れい

層で楽しめるスポッ
トなのです。その中で、私は総合
案内所の仕事を担当しています。
仕事の一部に七夕やドリームナイ
ト、クリスマスツリーの飾り付け
などが入っています。七夕は大型
動物から鳥までほとんどの動物の
折り紙を、お客様の書いてくれた
短冊と共に笹

ささ

に飾り、星に願いを
かけます。ドリームナイトでは、
昨年は色花紙でゲートを飾り、今
年は巨

きょ

大
だい

折り紙で折り紙動物園を

作りました。クリスマ
スツリーには毎年趣向
を変え立体グリーティ
ングカード、ダンボー
ルアート、切り絵、ペ
ーパークイリングなど、
今年はちぎり絵を飾っ
てみました。よそには
ないオリジナリティを
持ち、自分たちの好みやポリシー
を基に表現することが大切だと思
っています。
　飾りの前で楽しそうに記念写真
を撮

と

っている姿を見ると少しはお
役に立てたのか、思い出になった

のかとうれしく思い、苦労も吹
ふ

き
飛びます。帰りに「楽しかったね」
と話しながら出口を通るお客様の
姿に感謝しつつ、「有り難うござ
いました」と声をかける今日この
頃
ごろ

です。

ひょうきん者のキジバト＆
無愛

あ い

嬌
きょう

なドバト
　動物病院　小前博文

シリーズ
動物園とぴっくす

　孵
ふ

化
か

後3～7日位、黄色い羽毛
で覆

おお

われたヒナで保護されるとそ
のほとんどが、すり餌

え

をチューブ
で直接そ嚢

のう

まで注入して育てま
す。この作業は餌

えさ

を自力採取でき

るまで朝夕2回注意深く行いま
す。（詰

つ

めすぎると食
しょく

滞
たい

で死亡す
るからです。）
　こうして育てたヒナは放鳥前の
訓練として、段ボール箱から広い

ケージで馴らします。
朝、床

ゆか

の掃
そう

除
じ

や 給
きゅう

餌
じ

の時は、 両
りょう

翼
よく

を少し
あげ両

りょう

脇
わき

に打ち鳴ら
し、グーグーと鳴き
ながら独特のポーズ
で愛嬌を振

ふ

りまくキ
ジバトに比べ、自力
採取出来る様になる
と知らん振りのドバ

トです。しかし、いずれも放鳥す
るとしばらくは、戻

もど

って来て育っ
た繁

はん

殖
しょく

舎周囲で1日中遊んでい
ます。キジバトは屋根裏まで入り
込
こ

み、独特のポーズで飼育室単位
の作業が終わるまでヒトのあとを
追いかけて楽しんでいる様です。
　幾

いく

つかの飼育方法のうち、差し
餌をしてもオナガ以外は余りヒト
に馴れませんが、何故か餌をそ嚢
まで直接注入すると特別な感情が
生まれます。ハト目ではそ嚢乳が
作られることと何か関連が有りそ
うです。

折り紙で作った動物園

ひょうきん者のキジバト
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　早いもので私が動物園で働き始めて10
年が経ちました。そして2014年は開園
15周年です。この10年、15年でいしか
わ動物園は大きく変わってきています。
動物園は開園直後以来10年近く行ってい
ない…という方は、現在のいしかわ動物
園を訪れるとその面白さに驚

おどろ

かれるに違
ちが

いありません。スタッフも動物たちも、
「いつも同じではない」魅

み

力
りょく

を提供し続
けていきますので、今年もいしかわ動物
園をお楽しみください。 （野田）
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２０１3　冬　Vol.14-4

Vol.14-4
冬2013

9/11 ワオキツネザル♀（キムキム）死亡

9/14.15.21.22 ナイトズー

9/16 チンパンジーのイチローの長寿を祝う会

9/20～10/21 動物園フォトコンテスト作品展

9/22 フォトコンテスト表彰式

9/23 動物ふれあいフェア（辰口丘陵公園）

9/24～ 25 両生類爬虫類会議参加（鳥羽市）

9月中
裏側探検 1回　レクチャー 9回
動物園工房 1回　講師派遣 2回
鳥類　24羽　哺乳類　5頭　保護

10/1 市川市動植物園よりレッサーパンダ♂搬入
周南市徳山動物園よりレッサーパンダ♀搬入

10/2 動物取扱責任者研修会参加（金沢市）

10/4 シンガポール動物園よりコビトカバ♂搬入

10/7 出雲市トキ分散飼育センター視察（出雲市）

10/9 第 39回海獣技術者研究会参加（神戸市）

10/10 秋田市大森山動物園へワタボウシタマリン♀
（コロナ）搬出

10/12 ～ 14 秋のふれあい祭り

10/12.13 レッサーパンダの新ペア公開開始
ナイトズー

10/17 JAICA 里山研修来園
津幡警察署より押収野鳥 18羽持込

10/18 寺井警察署　振り込め詐欺防止キャンペーン
（ゾウのサニー広報大使）

10/19 プレリードッグ（ウノ）死亡
コビトカバ♂　一般公開記念式典

10/21 アカクビワラビー♂（アナキン）死亡
オニオオハシ♂（ドリアン）死亡

10/24 ～ 25 生物多様性委員会レッサーパンダ計画推進会議参加（静岡市）

10/27 ミミキジ♀ 1羽死亡

10/29 ～ 30 中部ブロック園館長会議参加（小諸市）

10月中 裏側探検 1回　レクチャー 26件　動物園工房 1回
鳥類　31羽　哺乳類　5頭　保護

11/1 ポニーと記念撮影開始

11/2 緑が丘郵便局が臨時開局

11/3 ライチョウ会議山梨大会参加
辰口丘陵公園でシロクチドロガメ保護

11/11 スバールバルライチョウ♂（緑 8）死亡

11/12 イカル 1羽死亡

11/14 ～ 15 水族館飼育技術者研究会参加（新潟市）

11/19 アドベンチャーワールドへワタボウシタマリ
ン♀（ペロナ）搬出

11/20 ～ 21 中部ブロック事務主任者会議参加（富山市）

11/20～ 12/9 写真展「動物の赤ちゃん」

11/23 コビトカバ♂命名式（ヒカル）
ペンギンお散歩タイム開始

11/27 動物脱出防止訓練、消防訓練実施
福知山動物園へ　オオカンガルー♂ 1頭搬出

11/30 コガモ♀ 1羽死亡

11月中 裏側探検 1回　レクチャー 7件　動物園工房 1回
鳥類　12羽　哺乳類　4頭　保護




