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表紙のことば

ヒツジ
　思わず、「あなたはどなたですか」と聞いて
しまいそうになりますが、これはヒツジです。
毎年5月にもこもこの毛が刈り取られてこの
ような姿になります。一般的にヒツジはもこ
もこのイメージがあり、このヒツジの名前も
「モコ」です。しかしこうなるとそんなところ
はまるでなく、何とも見てはいけないものを
見てしまったような気になります。モコさん
ごめんなさい。
　さて写真はこのように何の変

へんてつ

哲もない獣舎
の前で撮

と

りました。一般的にヒツジは牧場に
いるイメージがあり、これではあんまりだか
らとせめて表に連れ出して撮り直そうかとも
考えていたのですが、結局時間切れでこのま
まになりました。モコさんごめんなさい。
　でもこうして見ると、「ああ確かにこんなと
こにおるわ」とわかる人にはわかる写真にな
っていて、そんなに悪くない気もします。　
� （写真、文　田島一仁）
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アルダブラゾウガメの風景

　ワシらのご先祖様は南の島で平和に暮らしていたそうじゃ、人間が島に来るまではな。ワシらは長い間
飲まず食わずでも死なんので、船に積み込

こ

まれ航海中の「新
しんせん

鮮な食料」にされたらしいな。ワシらは食べ
ると美味いらしい。
　それから約400年、ワシは故郷から遠く離

はな

れたこの国で生まれた。今ワシに会いに来る人間たちは、み
なワシをかわいがってくれておる。特に子どもたちには大人気じゃ。ここは冬寒いが、案外良いところか
もしれんのう。
　ワシはこれを読んでいるお前たちより長生きするはずじゃ。みんな、年をとっても又

また

会おうぞ。長生き
するのも悪くはないぞ。

長生きするのも　悪くはないぞ
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　いしかわ動物園のサニー（35
歳
さい

）は、臆
おく

病
びょう

で甘
あま

えん坊
ぼう

のメス
のアジアゾウです。ゾウを飼育す
る際、健康管理の面でいろいろと
気を使わなければならないことが
ありますが、その一つが爪

つめ

のケア
です。飼育下では野生に比べ歩く
距
きょ

離
り

が少ないので、爪があまり擦
す

り減らずに伸
の

びてしまい、変形し
て歩き方が不自然になってしまい
ます。それを防ぐために、ハサミ
などで切ってヤスリで削

けず

り正しい
爪の形を保たなければいけませ
ん。

トレーニングの開始

　これまで、爪のケアはサニーが
いる檻

おり

の中に数人の飼育員が入っ
て、直接行っていました。しかし、
直接行うにはどうしても危険がつ
きまといます。もし突

とつぜん

然サニーが
暴れたら大変です。そこで、動物
園では間接的にケアを行うための
ハズバンダリートレーニングを開
始しました。

　ハズバンダリートレーニングと
は、簡単に言うと「動物に協力し
てもらいながら、治

ち

療
りょう

など様々
なケアを行う、動物を安全に健康
的に飼育するためのトレーニン
グ」です。今回のサニーの場合、
爪のケアを行うためのトレーニン
グということになります。

ターゲットトレーニング

　最初に行なったのはターゲット
棒を使ったトレーニングです。棒
の先にターゲットとなるものを付
けて、サニーにそれを触

さわ

るように
教え、横向きで檻から脚

あし

を出すこ
とを教えました。これはターゲッ
トトレーニングとも呼ばれていま
す。
　しかしこのトレーニングでは脚
は出してくれますが、ベテランの
高
たかくわ

桑係長がサニーの耳を持ち、動
きを制

せいぎょ

御しないとケアできません
でした。サニーに直接触ることが
でき動きを制御できるのは、サニ
ー担当歴25年の係長だけです。
もし、高桑係長が退職してしまう
と誰

だれ

も触れないことになります。
これは健康管理の面でとても大き
な問題でした。

クリッカートレーニング

　そこで、一昨年から直接飼育員
が制御しなくてもケアできるよう
別のトレーニングを始めました。

トレーニングに使うのはクリッカ
ーという、押

お

すと「カチッ」と音
が鳴る犬のしつけに使う道具と、
サニーの好物の食パンです。食パ
ンは、四つ切りにしてご褒

ほう

美
び

とし
て与

あた

えます。
　まず初めに教えたのは、クリッ
カーの「カチッ」という音とご褒
美のパンを条件付けることです。

高桑係長しかサニーには触れない ターゲットトレーニング

クリッカートレーニング

クリッカー
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室内にいる時に、檻の外からクリ
ッカーを鳴らし、パンを投げ入れ
ます。しばらく繰

く

り返している
と、サニーは何となく「カチッ」
の後にパンがもらえることを覚え
ます。次に、「ある特定の行動」
を条件付けします。
　例えば、鼻を床

ゆか

に着けるという
行動を教えるとします。サニーが
パンを欲しがっている時にサイン
を出し、揺

ゆ

らした鼻が床に着いた
瞬
しゅん

間
かん

にクリッカーを鳴らしてパン
を与えます。これを何度も繰り返
していると、しだいにサニーは鼻
を床に付けてクリッカーが鳴るの
を待つようになります。つまり、
鼻を床に着ける →「カチッ」→ パ
ンという一連の条件付け（指示に
従って、クリッカーが鳴ると、ご
褒美がもらえる）を理解したこと
になります。この条件付けの「あ
る特定の行動」をいろいろ変えて、
後ろを向く、後脚を上げて台に乗
せる、前脚を上げて台に乗せると
いう動きを教えていくのです。

　脚を台に乗せられるようになる
と、本命である爪のケアを行いま
す。ハサミで切ったりヤスリで削
ったりしますが、初めは嫌

いや

がって
脚を引っ込

こ

めます。これもちょっ
と触って嫌がらなければ、クリッ
カーを鳴らしてパンを与え、徐

じょじょ

々
に触られることに馴

な

らしていきま
す。触られることに対していい意
味で鈍

どんかん

感にしていくのです。これ
は時間をかけて少しずつ行ないま
した。

施
し

設
せつ

の改修

　前脚のトレーニングはまだ完成
していませんが、少しケアできる
ようになった頃

ころ

、新たな問題が出
てきました。檻の間からサニーが
鼻を出して危険なのです。ゾウの
鼻の一振

ふ

りは大人を簡単になぎ倒
たお

します。これでは以前と変わらず
高桑係長がいないとケアできない
状態です。そこで、鼻が出ないよ
うに檻に細かい網

あみ

を取り付ける改
修工事を行いました。この改修の
おかげで危険は減り、今では私も
含
ふく

め3人が前脚に触ることが出来
るようになりました。

ふりかえると

　手探りで始めたトレーニングも
2年経ち、何とか形になってきま
した。私自身、他の動物のトレー
ニング経験はありましたが、クリ

ッカーを使うこと、ゾウに教える
ことは初めてでした。他の動物園
を参考にし、トレーニングの進め
方、脚乗せ台の構造など試

し

行
こう

錯
さく

誤
ご

しながら計画を進めてきました。
　サニーは思うように動いてくれ
ないことも多々ありますが、心が
けていることは、余計な威

い

圧
あつ

を与
えないことと、サニーが自分で考
えて自主的に動いてくれるように
教えることです。サニーにとって、
パンが貰

もら

える楽しいゲームの時間
になることが理想で、無理やりや
らせることのないよう、うまく動
いてくれないからといって叱

しか

るこ
とのないよう心がけています。

最後に

　まだまだ課題はあります。もっ
とケアしやすい前脚の出し方や、
爪のケアだけでなく採血や検温な
ど、健康管理の面でできた方がい
いこともたくさんあります。そう
したことが、丈夫で長生きな動物
の飼育につながるのです。でも、
まずは全ての脚のケアを誰でもで
きるようにしていくことが当面の
目標です。左後脚の爪のケア

檻の改修後は担当は誰でも作業できるよ
うになった
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担当

小倉康武



　昨年2013年、いしかわ動物園
では初めてイヌワシの繁

はん

殖
しょく

に成
功し、2羽のヒナが無事に巣立ち
しました。詳

くわ

しくはアニマルあい
ズ2013年夏号と冬号で報告して
いますが、今回はこの育った2羽
のうち第1子、オスの大

だい

日
にち

を使っ
たイヌワシの保全ガイドについて
ご 紹

しょう

介
かい

したいと思います。ちな
みに大日という名前は、石川県と
福
ふく

井
い

県の県境にある山の名に由来
します。

イヌワシガイドの
きっかけ

　イヌワシという鳥はとても縄
なわ

張
ば

りを守る性質が強く、繁殖期にな
ると激しい縄張り争いが始まり、
たとえ家族であってもいっしょに
暮らせなくなります。最悪の場
合、親に殺されてしまうこともあ
るのです。いしかわ動物園でも親
子の同居は繁殖期が始まる冬前、
11月まででした。別居した若鳥
たちは嫁

よめ

入り、婿
むこ

入り先が見つか

るまで、予備室で暮らすことにな
りますが、すぐにもらい手が見つ
かる見

み こ

込みは少なく、何年も狭
せま

い
予備室に非公開で飼うことになり
ます。そこで考えたのが、来園者
の目の前で行うガイドです。
　いしかわ動物園では何年も前か
ら鷹

たかじょう

匠の技を応用して、保護され
た野生のタカやハヤブサ、フクロ
ウの野生復帰訓練を行っていまし
た。この技をイヌワシに応用し
て、来園者の目の前でガイドを行
おうと考えたのです。ガイドのた
めに毎日外に出してトレーニング
す る た め、 鳥 に と っ て も 気 分
転
てんかん

換、ストレス解消になるはずで
す。
　すでに秋田市大森山動物園で
は、人工飼育されたイヌワシを使
って、来園者の目の前にイヌワシ
を連れてきてガイドが行われてお
り、人気も教育的効果も極めて高
いことが知られていました。大森
山動物園では40年も前からイヌ
ワシを飼育しており、動物園での
イヌワシ保全活動の草分け的存在
です。いしかわ動物園もこれにな
らい、来園者の目の前で行うガイ
ドを計画したのです。

ショーとは違
ちが

う
ガイドに

　ここで最も気をつか
ったのが、バードショ
ーとの区別です。外国

の動物園や国内でも一部の動物園
では、タカやフクロウを使ったバ
ードショーが行われています。来
園者の頭の上をかすめて飛ぶ猛

もうきん

禽
類の迫

はくりょく

力はなかなかの人気です
が、これらは外国産の種類を使い、
個々の種類の解説より、猛禽類の
フライトのみを前面に出した娯

ご

楽
らく

的なショーです。猛禽類の迫力は
伝わりますが、環

かんきょう

境保全とリン
クした一歩踏

ふ

み込んだ解説は行わ
れていません。ショーである以
上、娯楽、楽しみに軸

じく

足
あし

を置いた
ものであるからです。
　しかしイヌワシは国の天然記念
物で希少野生動物、そして石川県
の県鳥です。娯楽目的のショーに

トレーニング時には必ず体重測定

管理ゾーンでの初フライト

グローブに止まらせて肉付き確認
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使うことは許されません。娯楽の
要素を持ちつつも、あくまで教育
的なガイドである必要がありま
す。イヌワシの生態、野生の生息
状
じょう

況
きょう

、保護のための努力、地元
石川県での生息状況、そして動物
園での保全の取り組み、これらを
楽しく、しかし丁

ていねい

寧に解説する種
の保全のためのガイドでなければ
なりません。
　これら動物園の考えとガイド計
画は、環境省の地方事務所や本省
の野生生物課にも事前にお話し
し、前向きな教育的ガイドとして
理解を得ることができました。い
よいよガイドに向けてトレーニン
グの開始です。

トレーニングの手順

　大日のトレーニングを始めたの
は2013年の12月からです。まず
はグローブの上が大日にとって居
心地の良い場所にすることから始
めました。グローブの上で餌

えさ

がも
らえ、安全だということを認識さ
せます。次は体重計に乗せるトレ
ーニングです。体重を知ることよ
って、餌量を毎回調整し、フライ
トを行う場合のベストな体重に調
整します。次にケージ外に出て物
音や車などの様々な環境に慣れる
ために、グローブに止まらせた状
態でひたすら園内を散歩します。
最後は止まり木からグローブまで
飛ばすフライトトレーニングを行

います。言葉で言うと単
純ですが、出勤日は毎日
必ずトレーニングを行
い、地道にプログラムを
進めていきます。その日
の気温、天候、体重、餌、
人の動きなどによって、
毎回違う動きをするの
で、トレーニングは毎日が新

しんせん

鮮で
やりがいがあります。
　今回イヌワシのトレーニングで
苦労した点は、まずは重さです。
体重は約3kg、人間の赤ちゃんを
手の上に乗せているような重さで
す。始めはかなり苦労しました
が、最近では筋力もついて長い間
止まらせることができるようにな
ってきました。もう一点はその
握
あくりょく

力です。今まで、タカやハヤ
ブサなどで猛禽類のリハビリを行
ってきましたが、段違いのパワー
です。ワシ用の分厚い皮製のグロ
ーブを使用しても強く握

にぎ

られると
手にあざができるくらいです。

最初のガイドを終えて

　イヌワシの保全
ガ イ ド は4月 か ら
始まりました。20
分弱の短いガイド
ですが、途

と

中
ちゅう

で帰
る人もなく、つた
ない解説を最後ま
で聞いていただけ
ました。見学者と

の距
きょ

離
り

、フライト距離や方向、足
につけるリードの長さなど、安全
面について万全を期しながら、6
月までは月1回の予定で実

じっ

施
し

しま
す。換

かん

羽
う

して体力の落ちる夏の間
はお休みし、秋9月から再開する
予定です。第4日曜日の11時から
大型休憩所で実施する他、秋のふ
れあいまつりなどで、どっきりア
ニマルガイドとして出没すること
もあります。
　ともあれイヌワシを近くで見て
ください。きっとその大きさや美
しさに感動していただけると思い
ます。そして、その体験を通じて
希少種の保全や、生息環境の保全
活動の取り組みについて知ってい
ただければ幸いです。

大型 休
きゅう

憩
けい

所でのフライトトレーニング

初のイヌワシガイド、4月27日のアニマルステージで
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グラフ

4月に開かれた動物園工
こうぼう

房は「耳をつけて大変身」。紙の耳を
付けて動物に変身です。のりのよい姉妹に記念写真に応じて
いただきました、イエイ。

6月15日（日）いしかわ動物園は入園
者500万人を達成しました。500万人
目となったのは、富山県氷見市から家族
で訪れた中村瑠那さん（7歳）でした。

ケープハイラックスに赤ちゃんが誕生しました。
詳
くわ

しくは10ページのながぐつ日誌で。

動物園春のアルバムから
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今年のふれあいまつりで行わ
れたどっきりアニマルガイ
ド。時間と場所をお知らせせ
ず、突

とつ

然
ぜん

始まる動物のガイド
で来園者のみなさんを驚

おどろ

かせ
ました。

同じくどっきりアニマルガイドのゾウガメ編、
居あわせた人達だけのどっきりガイドですが、
混雑せず楽しんでもらうための新しい取組み
でした。

6月3日、キリンのタツキ（オス）が東京の
羽村市動物公園にお婿

むこ

入りしました。お相手
は年上のようですが、仲の良い夫婦になって
くれることを願っています。

5月20日の休園日、コビトカバのヒカル（オス）と
ノゾミ（メス）の初めてのお見合い、同居訓練が行
われました。お互

たが

い顔を見てはいるものの、同じ場
所で見つめあうとかなり緊

きん

張
ちょう

した模様でした。
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動物園の住人たち
シリーズ

　南米の森担当　南都慶介

コビトカイマン

　前号のアニマルあいズで 紹
しょう

介
かい

しましたが、オスのコビトカイマ
ンがいしかわ動物園に来てから数
カ月が経ちました。ということで
今回は、近

きん

況
きょう

などをお知らせし
ます。
　前号では紹介できなかったので
すが、愛

あい

称
しょう

が「ゴメス」に決ま
りました。「なぜゴメスなの」と
いうお客さんの声がちらほら聞こ
えますが、要はインスピレーショ
ンです。ゴメスって何だか恰

かっ

好
こう

よ
くありませんか。
　それはさておき、コビトカイマ
ンは南アメリカに生息するワニの
仲間で、名前の通りワニの中で最
も小さな体が特

とく

徴
ちょう

です。また、
原始的な体の特徴を残しているこ
とから、別名をキュビエムカシカ
イマンとも言います。なので、そ
の小さな体の割に他のワニにはな
い独特の存在感があり、実際にご
覧になったお客さんの反応も「ワ
ニ、小さかったねー」よりも「ワ
ニ、恰好よかったねー」の方が多

いように感じます。
　ただ１つだけ残念
なことがあります。
それは、普

ふ

段
だん

の位置
と向きです。なぜな
のかはよく分かりま
せんが、ゴメスはお
尻
しり

を観覧側に向けて
池の中でじっとして
いることが多いので
す。あまりに動かな

いので、公開当初は展示室を見な
がらお客さんが「あれ、ワニいな
いね。今日はお休みなんだね」と
目の前にいるゴメスに気付いてい
ないこともありました。
　そんなゴメスが唯

ゆい

一
いつ

生き生きと
して見えるのがエサの時間です。
お客さんが少しでもゴメスの姿を
見やすいようにと、エサやりの時
間の少し前に池の水を抜

ぬ

いていま
す。するとゴメスも「水がなくな
る＝エサ」と覚えたようで、のそ
のそと陸に上がり、担当者が入っ
てくる扉

とびら

の方を向いて、じーっと
待っています。今ではそ
の姿にかわいらしさをお
ぼえるようになりました
が、最初に見たときは「え
っ、扉を開けた途

と

端
たん

に、
このままこっちに突

とっ

進
しん

し
てこないよね…」と少し
不安になったのはここだ
けの話です。コビトカイ
マンは自然界では小動物
や魚などを食べているの

で、いしかわ動物園でもトリムネ
肉と小アジを与

あた

え、一
いっ

緒
しょ

に栄養バ
ランスを考えてビタミン剤

ざい

も与え
ています。
　と、ここで突然ですが、エサや
りの頻

ひん

度
ど

と量がどれぐらいか分か
りますか。季節やワニの体調次第
で変わりますが、この原

げん

稿
こう

を書い
ている6月上旬

じゅん

の時点では週に１
回で、トリムネ肉100ｇ、小アジ
10匹

ぴき

を目標に与えています。こ
れを説明すると、たいていのお客
さんは驚

おどろ

かれます。でも、ワニは
変温動物で僕

ぼく

たちのように体温維
い

持
じ

のためにエネルギーを消費せ
ず、またあまり動かないので、こ
の量で十分なのです。
　今号が発行される頃

ころ

にはゴメス
はいしかわ動物園での初めての夏
を迎

むか

え、その次は当然初めての秋
を迎えます。まだまだ分からない
ことも多く手さぐりの状況が続い
ていますが、ゴメスが快適に健康
な生活を送れるようにしてあげた
いです。

珍
めずら

しく観覧通路側を見ていたゴメス

小アジを食べるゴメス
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　編集部　北地真理子

どっちも怖
こ わ

い？
　テレビの動物番組でシマウマや
ヌーなどの草食動物を川で待ち構
えて捕

つか

まえる映像を見て素早さや
力強さに驚いたり、捕まったワニ
の胃の中から人が出てきたという
人食いワニのニュースを聞くとゾ
ッとしたり…。怖い、 凶

きょう

暴
ぼう

、強
そう、かっこいいというイメージ
が多いワニ。体の小さいワニなら
かわいいイメージかもしれませ
ん。ワニと聞いてゲームセンター
のワニワニパニックを思い浮

う

かべ
る人もいるかもしれませんね。
　怖そうな見かけによらず、ワニ
は爬

は

虫
ちゅう

類
るい

の中で最も社会性があ
ると言われています。大きな獲

え

物
もの

を食べる時は一頭よりも大勢のほ
うが、食べやすい大きさに肉をち
ぎることができるのでケンカする
ことなく数十頭ものワニが一頭の
獲物に群がります。
　繁

はん

殖
しょく

期にはメスは産卵のため
に巣を作り、卵がふ化するまで巣
を守ります。卵がふ化して子

こ

ワニ
が鳴くと巣を掘

ほ

り起こして外に出
してやります。卵の中にいるもの

は口で卵の殻
から

を割って出してや
り、子ワニを水のあるところまで
運びます。あの大きな口とギザギ
ザの鋭

するど

い歯でそんな細やかなこと
ができるなんて驚きです。
　実はワニの口やその周辺には

「外皮感覚器」という小さな黒い
斑
はん

点
てん

があって、獲物のかすかな動
きを感知できるように
なっています。人の指
先よりも感覚が鋭いら
しいので子ワニをそっ
とくわえることもでき
るのかもしれません。
　子ワニを運んだ母ワ
ニは数カ月〜一年近く
も一

いっ

緒
しょ

に過ごして外敵
から子ワニを守ります。
危険が迫

せま

って子ワニが
鳴くと親以外のワニも
近寄ってきて外敵を追
い払

はら

います。ワニといっても幼い
うちはいろいろな敵に狙

ねら

われてい
るのです。
　当園にいるコビトカイマンはワ
ニの中でも小型の種類ですが、イ

リエワニなど大型の
種類になると全長7
ｍに達する記録もあ
ります。ギネス世界
記 録 に 認 定 さ れ た

「生け捕
ど

りされた世
界最大のワニ」は、
現在ではオーストラ
リアで飼育されてい
る「カシウス」とい

う名前のワニで全長5.48ｍです
が、野生ではアフリカに住む「ギ
ュスターブ」と名付けられたナイ
ルワニが全長6〜8ｍではないか
と言われています。人を襲

おそ

うため
射殺を試みられましたが硬

かた

いウロ
コのため全て失敗に終わっている
そうです。

　「ギュスターブ」のウロコは特
別に硬いようですが、ワニの持つ
美しい模様のウロコがワニ革のバ
ックやベルトに利用されていま
す。そのため乱

らん

獲
かく

され、生息地の
環
かん

境
きょう

破
は

壊
かい

も重なって生息数が激
減した種類もありました。現在で
は現地で保護され、ワニ革を得る
ためのワニが養

よう

殖
しょく

されています。
しかし密

みつ

猟
りょう

があったり生息でき
る環境が無かったり、まだまだワ
ニにとって安心できる環境ではな
いようです。もしかしたらワニた
ちも「人間って怖い動物だなぁ」
と思っているかもしれませんね。意外にも敏感な口

見るからに硬そうなウロコ

住人たちのエピソード
シリーズ
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　小動物プロムナード担当　卜部倫昭

ケープハイラックス

　サルたちの森担当　瀧本　薫

ワオキツネザル
　ブランチェとベラ（共にメス）
がドイツからやってきたのが、
1999年12月29日。それぞれわ
ずか生後８カ月と２才の時でし
た。動物園が現在の場所に移転し
開園したばかりの頃

ころ

です。その
時、国内から集められたグループ
と一

いっ

緒
しょ

になる予定でしたが、何度
お見合いをしても組み合わせを変
えても喧

けん

嘩
か

してばかり。結局、日
本組とドイツ組の二つに分かれ、
今に至っています。
　さて、写真は奥

おく

からベラ、ブラ
ンチェそしてオスのグーフィー。
千葉市動物公園から来たグーフィ

ーがドイツ組に仲間入りしたの
が、2003年４月。相性が良く、
間もなくブランチェとの間に２年
連続で双

ふた

子
ご

をもうけました。その
後、 し ば ら く 繁

はん

殖
しょく

を 止 め て、
2009年３月に再び同居させる
と、11月にまたブランチェとの
間に双子が誕生しました。繁殖期
が一

いっ

般
ぱん

的に冬だと言われているサ
ルなので、6月に交尾をした時は、
大変 驚

おどろ

かされました。このよう
に仲の良い夫婦ですが、１年前に
ベラと一度だけ浮

うわ

気
き

をしたことが
ありました。ブランチェが病気で
入院している間に子どもができて

しまったのです。いったい今年は
どうなるのかと思っていました
が、実はもうすぐブランチェが出
産します。2頭の仲の良さをあら
ためて知らされました。

　よくお客さんからケープハイラ
ックスを見ると「あっネズミがい
る」「でも、隣

となり

にいるマーラがネ
ズミの仲間でハイラックスはネズ

ミじゃないって書いてある
よ」という声がよく聞かれ
ます。そうです、ハイラッ
クスはネズミではなくゾウ
やサイに近い動物なのです。
ちょっと見ただけではネズ
ミと間

ま

違
ちが

う不思議な動物な
んですね。
　さて、このハイラックス
に待望の赤ちゃんが生まれ
ました。4月1日生まれのオ

スで名前は「エイプ」です。エイ
プリル（4月）にちなんでこの名
前にしました。生まれたばかりの
頃は体重260ｇくらいだったのが

２カ月ほどで500ｇくらいの体重
になり、今では親の「アーサー」
と「タカコ」のあとについて走り
回っている元気な子です。ただ、
まだ恐

こわ

がりなところもあるので、
すぐ岩の下に隠

かく

れ、岩の隙
すき

間
ま

から
顔だけ出している時もあるので静
かに見てあげてくださいね。
　あと、ハイラックスは展示場に
置いてある岩と同じ灰色なので見
当たらないなと思ったら目をこら
してよく見てください。岩や石か
と思いきや気持ちよさそうに休ん
でいるハイラックスを見つけるこ
とが出来ますよ。

ながぐつ日誌

ながぐつ日誌

シリーズ

シリーズ

ベラ（奥）、ブランチェ（中）、
グーフィー（手前）の3頭

両親の体の間から顔を出すエイプ
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　総合案内・券売担当　上野志寿佳

アナウンスの極意

　動物病院　北 満夫

愛きょうもののテン
　胴

どう

長
なが

短足でそのしなやかな体で
俊
しゅん

敏
びん

に動きまわる姿は、まるで
トトロの猫

ねこ

バスようです。テンは
イタチ科の動物で体は細く、夜行
性で小動物や果実を食べます。当
園では4頭が保護され、野生復帰
に向けて飼育中です。そのうちの
2頭は、保護されて約2か月にな
ります。初めは目も開いていなく
て、体重は200gほどでしたが、
今 で は オ ス が900g、 メ ス が
700gになり、すっかり大きくな
りました。
　写真に向かって、右はオスの「テ
ン吉

きち

」、左はメスの「キー」、名前
を付けるのはちょっとまずいと思

ったのですが、これは私だけの秘
密です。どうでしょうか可愛いで
しょう。テン吉とキーは、エサの
準備を始めると、ケージの前をそ
わそわと行ったり来たりして、私
が作るまずそうなエサをねだる様
子を見ていると、何とも言えない
愛らしさを感じます。
　しかし、いずれは自然に戻

もど

すの
ですから、あまり人馴

な

れさせても
可愛そうなので、ここらで冷たく
して人ぎらいにしたいものです。
　テン吉は甘

あま

えん坊
ぼう

で、私にまと
わりついて遊んでほしいとせがん
で来きますが、キーは少し臆

おく

病
びょう

で一度考えてから行動するタイプ

のようです。最近はキーを可愛が
るとテン吉がヤキモチを焼くの
か、私がケージに近寄るとキーを
いじめます。今後2頭は自然に帰
り、母親や父親になっていくので
しょうね。

　冬場に風
か

邪
ぜ

をひかず乗り切った
なと思っていても容

よう

赦
しゃ

なく襲
おそ

って
くる花粉。春先から初夏は鼻水や
クシャミと戦いながら園内放送を
しなければならないので大変で
す。（この号が出る頃にはスッキ
リしていることでしょう）
　さて皆

みな

様が普
ふ

段
だん

よく聞く放送と
いえば、動物たちのお食事ガイド
の案内ではないでしょうか。毎朝
飼育員達がチェックした表を見て
時間になったら放送をするのです
が、丁度いい時間に放送するため
に常に時計とにらめっこです。

　すこし早いなと思って他の仕事
をすると、気付いた時にはもうギ
リギリの時間に。ヤバイっと思い
ながらも平静を装い放送するので
す。気を付けてはいるのですが、
たまに間

ま

違
ちが

えてしまう事もありま
す。そんな時にもヤバイっと思い
ながら何事もなかったかのように
言い直したりします。しかし、後
から職員に突

つ

っ込
こ

まれることも。
意外と職員も聞いているので緊

きん

張
ちょう

します。
　他にも迷子や集合の案内なども
しているので、お困りの際にはお

気軽に声をかけてくださいね。そ
してピンポンパンポーンとなった
ら注意して放送を聞いてみてくだ
さい。さっき暑くて脱

ぬ

いだパーカ
ーがどこかに届いている案内かも
しれませんよ。

動物園とぴっくす

動物園とぴっくす

シリーズ

シリーズ

ヤバイヤバイ、放送時間だ

テン吉（右）とキー（左）
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　5月の末からまるで真夏のような暑
い日が続き、これから迎える夏を考え
ると今からクラクラしてしまいそうで
す。動物園は屋外の施

し

設
せつ

が多いので園
内を回るのも汗

あせ

だくになってしまいま
すが、冷

れい

房
ぼう

のかかっている室内やミス
ト、降雪機などちょっとした涼

りょう

をとれ
るところで休みながら園内を回ってい
ただくと良いかもしれません。売店の
ソフトクリームを食べて体を冷やすの
もいいかもしれませんね。 （北地）
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２０１4　夏　Vol.15-2

Vol.15-2
夏2014

3/1 レストラン営業再開

3/12 〜 5/26 特別展「アミメキリン物語」

3/14 マゼランペンギン2羽交換（須磨水族館）

3/13 〜 14 中部ブロック園館長会議に参加（名古屋市）

3/19 トキの産卵始まる

3/20 コビトカイマン一般公開

3/21 なかよしハウスオープン

３月中 レクチャー5件　裏側探検２回　動物園工房
鳥類 2羽　哺乳類 3頭　保護

4/1
消費税引き上げに伴い入園料変更
ケープハイラックス1頭誕生

4/1 〜 5/31 動物園写生コンクール開始

4/1 〜 8/31 動物園フォトコンテスト開始

4/3 トキ8羽を佐渡トキ保護センターに移送

4/4 スバールバルライチョウ♀２羽搬出
（多摩動物公園）

4/6 ペンギンのお散歩タイム、カピバラ温泉終了

4/15 ライチョウ飼育園館長会議に参加（東京都）

4/17 スバールバルライチョウ１羽死亡

4/19 トキの孵化始まる

4/25 コモンリスザル2頭搬入（とくしま動物園）

4/26 アルダブラゾウガメ一般公開

4/26 〜 5/6 春のふれあい祭り開催

4/27 完熟堆肥「育て堆肥」無料配布

４月中
レクチャー3件　裏側探検１階　動物園工房　
アニマルステージ　どっきりアニマルガイド3回
鳥類 15羽　哺乳類 5頭　保護

5/3 ヒツジ毛刈り

5/8 津幡高校トキサポート隊、千羽トキ贈呈式

5/10 〜 16 母の日写真展「ありがとうお母さん」

5/10 ピューマ♀（パイン）死亡　18歳

5/11 母の日工房「お母さんありがとうキーホルダー」

5/18 グリーンカーテン設置

5/20 コビトカバ雌雄同居試験

5/22 〜 23 動物園水族館協会総会に参加（静岡市）

5/31 トキのヒナ巣立ち始まる

５月中
レクチャー　11件　裏側探検１回
動物園工房　どっきりアニマルガイド4回
鳥類 83羽　哺乳類 4頭　保護


