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────────────────────────────────────
いしかわ動物園の新情報や教育活動などのお知らせメールマガジン

────────────────────────────────────

*************************************************************************

■ 目次 ■

１）園内トピックス
２）今号の１枚
３）特別展、特別活動
４）教育活動情報
５）お知らせ
６）お得な情報

◎ 読者のみなさんへの特典があります。（詳しくは最後をご覧ください）

*************************************************************************

-------------------------------------------------------------------------

１）■ 園内トピックス ■

● ブラッザモンキーの赤ちゃん誕生

７月１０日に、ブラッザモンキーの赤ちゃんが誕生しました。

赤ちゃんは母親のユミに抱かれて、授乳を受けています。１歳のジュンコ
（平成２４年１１月生まれメス）にも兄弟ができ、父親のジープと共に赤ちゃん
に興味津々です。

一般公開は本日（７月１１日）より行っています。
※天候や体調などにより展示できない場合があります。

隣のケージでは６月１５日に生まれたワオキツネザルの赤ちゃんが元気に
育っています。母親から１ｍぐらい離れて１人遊びをしたり、葉っぱをか
じったり、好奇心旺盛な様子を見せてくれます。
７月中は奇数日に展示します（別のグループと日替わり展示のため）

隣同士のケージに、２種類の赤ちゃんを同時に見ることができる非常に贅沢な
状況ですよ。みなさん見に来てください。

＜サルたちの森より＞

● レッサーパンダのメロン

６月２６日に、レッサーパンダのメス「メロン」が死亡しました。年齢は１４
歳で、死因は老衰でした。

メロンはレッサーパンダの主食である笹を全く食べない少し変わったレッサー
パンダでしたが、人懐っこく、おっとりとした性格で多くの方を笑顔にしてく
れました。今までありがとうメロン！
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＜小動物プロムナードより＞

● シンガポールへ行ったホンドタヌキたちは

６月下旬に再度、シンガポール動物園へ訪問しました。昨年の７月にコビトカ
バとの交換で関西国際空港で見送ったタヌキたちはどうしているものか、と気
になっていましたが、タヌキたちはシンガポール動物園にも慣れた様子で、
魚も上手にとり元気そうに暮らしていました。展示場の前にも多くの方々が集
まっており、異国の地に根付いたようで一安心しました。

＜シンガポール出張より＞

● オシドリのヒナ展示中

６月５日に孵化を確認したオシドリのヒナ３羽を現在「バードストリート」に
て展示中です。すくすくと成長する姿を観察してみて下さい。

オシドリは木の樹洞に巣を作る珍しいカモの仲間です。そして、オスのオシドリ
が綺麗なことが有名ですが、今の時期は「水鳥たちの池」に行っても綺麗なオシ
ドリは見つかりません。これはエクリプスと言ってオスもメスと同じように地味
な羽に換羽するからです。メスにアピールする繁殖期のみ美しい羽になるわけで
す。

＜バードストリートより＞

● スッポンモドキ 恒例の夏の引っ越し

毎年恒例になったスッポンモドキの引っ越しが７月８日に行われました。

「オーストラリアの平原」の観覧通路の水槽で暮らしていたスッポンモドキを、
水温が上がってきたので、水槽内の１頭とバックヤードで飼育していた２頭の
計３頭を展示場内の広い池へ放しました。日中は池の中に潜ってなかなか見つ
けることはできないかもしれませんが、昨年よりも体重が１．５倍以上成長し
たので、昨年よりは見つけやすいのではないかと思います。一番大きな個体で、
甲長約２２ｃｍ、体重２．３ｋｇです。のびのびと池で暮らすスッポンモドキ
を注意深く観察してみて下さい。

＜オーストラリアの平原より＞

--------------------------------------------------------------------------

２）■ 今号の１枚 ■

毎号とっておきの１枚の画像をご覧下さい。

今号はトラです。

オスのマドラスが大きな口を開けた瞬間です。
さすがはネコ科最大の肉食獣であるトラです。近くで見ると大迫力です。
暑い時期になるとトラやライオンは風通しの良い高い岩の上にいることが多い
のでビューイングシェルターより真近で観察できますよ。
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下記のＵＲＬから画像をご覧いただくことができます。
いしかわ動物園専用サーバーへリンクされます。

http://www.ishikawazoo.jp/magazine/img/140711.jpg

--------------------------------------------------------------------------

３）■ 特別展、作品展、特別活動 ■

● 動物園写生コンクール入選作品展

動物園の動物たちを画用紙に描いてくれた方々の入選作品を展示します。

期 間 ６月２５日（水）～７月１４日（月）
場 所 動物学習センター

● 特別展「草食動物と肉食動物」

草食動物と肉食動物の違いを骨格標本や写真などを使って、わかりやすくご紹
介します。あなたは草食系？それとも肉食系？

期 間 ７月１６日（水）～９月１５日（月）
場 所 動物学習センター

● 常設展「トキ」

動物学習センターにて

「トキ展示・映像コーナー」を中心にトキのライブ映像などからトキを知り、
学ぶことができます。

※動物学習センターへの入館は自由ですので、お気軽にお立ち寄り下さい。

----------------------------------------------------------------------------

４）■ 教育活動情報 ■

● 動物園工房・・・毎月第２日曜日開催

「クールアニマル」

うちわに大好きな動物を描いて、自分だけのうちわをつくりましょう。

７月１３日（日） １３：００～１５：００
（材料がなくなり次第終了します）

場 所 動物学習センター レクチャーホール
参加費 無料（入園料は必要です）

※ 入園者ならどなたでも参加できます。
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● 特別企画・・・毎月第４日曜日開催

「アニマルステージ」

とっておきの動物が目の前に登場し、飼育係が詳しくガイドを行います。

７月２７日（日） １１：００～３０分程度

場 所 大型休憩所

※ 入園者ならどなたでもご覧いただけます。

● ズーっと発見！動物園「集まれ！虫とりキッズ」 募集のお知らせ

園内で暮らしているいきものを採集して観察してみよう

８月３日（日） １０：００～１２：００

対 象 小学生（低学年は保護者同伴）
定 員 ３０名
参加費 無料（ただし、入園料は必要です）
募集期間 ７月７日（月）～７月２６日（土）必着

＜申し込み方法＞
往復はがきに住所、電話番号、参加者全員の氏名、年齢を
記入して、〒９２３－１２２２ 能美市徳山町６００
いしかわ動物園 ズーっと発見！動物園 係まで
お申し込みください。

※ 定員を超えるお申し込みがあった場合は抽選になりますので、
返信ハガキにて通知いたします。

---------------------------------------------------------------------------

５）■ お知らせ ■

● 年間パスポート販売中

年間パスポート「ソロ大人」と「ソロ子供」の２種類を販売しております。
パスポートには顔写真の貼付けが必要です。

ＧＷ、ふれあいまつり期間中及びナイトズー開催日は販売いたしませんので
ご了承ください。

□ 購入方法 □

① 申込書に必要事項をご記入のうえ、代金を添えて窓口にお持ちください。
② 購入されたパスポートに必要事項をご記入してください。
③ ご自宅で顔写真をパスポートに貼付し、付属ラミネートで封印して

ください。

※ ご購入当日よりご利用いただけますが、次回から顔写真の添付が
なければご利用になれません。
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□ 料金 □

ソロ大人（大人１名） ２５００円
ソロ子供（小人１名） １２００円

購入日から１年間何度でもご入園いただけます。ご購入された方には特典も
つきますので、詳しくはホームページをご覧ください。
こちらから申込書のダウンロードができます。

http://www.ishikawazoo.jp/information/time/index.html

● いしかわ動物園 友の会に入会しませんか？

会員の特典として、いしかわ動物園と友の会が共催する、年５回の例会や
観察会などに無料でご参加いただけます。
もちろん例会出席のための入園は無料となります。
また、普及誌「アニマルあいズ」を送付させていただきます。

○ 入会の方法 ○

申し込み用紙に所定の事項を記入して会費を添え、友の会事務局（動物園内）
にお申し込みください。現金書留でも受付いたします。

一般会員 高校生以上年額 ２０００円
ジュニア会員 小・中学生年額 １０００円
家族会員 家族単位での入会年額 ４０００円

◎ お問い合わせ

いしかわ動物園友の会事務局
〒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

※ 毎週火曜日は休園日となりますので、ご了承ください。

---------------------------------------------------------------------------

６）■ お得な情報 ■

◎ 毎月１９日は中学生以下無料に！

毎月１９日の「育児の日」には、家族でご来園の方に限り、中学生以下の
入園が無料になります！

---------------------------------------------------------------------------

◎ のとじま水族館 ◎

● 「水族館裏側探検隊」
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普段見ることができない水族館の裏側を飼育係が案内します。
大水槽の裏側やエサ切り場、隠された水槽や生きものをじっくり見学できま
す。何気なく見ていた水族館も、裏側を知ることで、もっともっと楽しめる
ようになります。
（ベビーカー、車いすではご参加いただけませんのでご了承ください）

開催日：毎週土曜日（ただし、繁忙期はお休み）
時 間：１０：４０／１３：４０（約４０分）
定 員：各回とも先着１０名
場 所：本館入口集合 イルカプール解散
申 込：当日券売所にてお申し込みください

詳細はのとじま水族館のホームページ
http://www.notoaqua.jp/ でご覧ください。

---------------------------------------------------------------------------

◎ ふれあい昆虫館 ◎

● みつばちの巣箱観察

日 時：５月１１日(日）～９月２８日（日)毎週日曜日１１:００～
場 所：１階 休憩コーナー
内 容：職員がセイヨウミツバチの巣箱をあけて、中の様子をお見せし

ます。無数に飛び交うハチは迫力があります。
※観察はガラス越しに行いますので、ミツバチと接触することは
ありません。

※雨天および風の強い日は中止となりますので、ご了承ください。

詳細はふれあい昆虫館のホームページ
http://www.furekon.jp/ でご覧ください。

****************************************************************************
■ あとがき ■
トピックスのオシドリの話でもありましたが、今の時期は多くの鳥たちの換羽の時期
です。トキも換羽が始まり展示場には美しいトキ色の羽がちらほらと落ちています。
アニマルステージでも活躍したイヌワシの大日（ダイニチ）も現在トレーニングを止
め、先日換羽が始まりました。換羽中はしっかりと餌を与え、休ませないと新しい羽
がうまく生えそろいません。９月２８日のアニマルステージには新調した美しい羽の
大日がみなさまの前に登場する予定です。是非イヌワシの大日を見に来てください。
ちなみにライチョウは季節によって羽の色が変化しますよね。だから、１年に３回も
換羽しているんですよ。
****************************************************************************
■ 動物取扱業に関する表示

氏名又は名称：財団法人 石川県県民ふれあい公社
事業所の名称：いしかわ動物園
事業所の所在地：能美市徳山町６００
動物取扱業の種別：展示 ２０６Ｅ００１
登録年月日：平成１８年６月１日
更新年月日：平成２３年６月１日
有効期間の末日：平成２８年５月３１日
動物取扱責任者の氏名：大井 毅

ページ(6)



310号
****************************************************************************

いしかわ動物園メールマガジン
発行：いしかわ動物園
代表：美馬 秀夫 （いしかわ動物園 園長）

編集担当：いしかわ動物園 企画教育係 藤井 匠也
★ ご意見・ご感想は
ishizoo-center@ishikawazoo.jp

〒９２３－１２２２ 石川県能美市徳山町６００番地
ＴＥＬ ０７６１－５１－８５００ ＦＡＸ ０７６１－５１－８５０４
Ｅ－ｍａｉｌ info@ishikawazoo.jp
ＵＲＬ http://www.ishikawazoo.jp/
（携帯用） http://www.ishikawazoo.jp/

★ メールマガジンの登録の解除は次のメールアドレスに空メールを
お送り下さい。 kaijyo@ishikawazoo.jp

****************************************************************************
＼Ｖノ
┌╂──┐━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┝╋━━┥ ：
│┃ │＜特 典＞ご愛読者の皆様に感謝の気持ちを込めて ・

└┸──┘ ：
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
メールマガジンの最初の１ページ分（トップページの号数が入ったもの）を
プリントアウトし、来園された際に「動物学習センター」にお持ちください。
ステキなプレゼントを差し上げます。

“いしかわ動物園オリジナルカンバッジ”１個、“いしかわ動物園オリジナル
クリアホルダー”１枚、”動物園ノート”１冊、“いしかわ動物園オリジナル
ハガキ”１枚のうち１つをプレゼントいたします！

****************************************************************************
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