
355号

────────────────────────────────────
■ ＩＳＨＩＫＡＷＡ ＺＯＯ ＴＩＭＥＳ ■ 第３５５号

いしかわ ズー タイムズ ２０１７年９月８日
────────────────────────────────────

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
────────────────────────────────────

*************************************************************************
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-------------------------------------------------------------------------

１）■ 園内トピックス ■

● 「いしかわ動物園 イケメン・コンテスト２０１７」佳境に入る

８月２５日（金）から始まった「いしかわ動物園 イケメン・コンテスト」
は折り返し点が近づき、戦いがヒートアップしてきました。開園１５周年を
記念して行われた「いしかわ動物園総選挙」では、私たちの予想を裏切って
カワイイ系たちが大躍進でしたが、やはりイケメン動物となると、それなり
に異なった展開を見せています。

９月７日までの応募総数は１，４００通あまり。じつに、そのうちの６割を
超える方々があるイケメン動物に投票しており、２位以下を大きく引き離し
ているのですが、それが何かは、まもなく公表される中間発表をお楽しみに。

投票に大きな影響を与えているのが、公示された応援ポスターです。それぞ
れの担当者がひねり出した殺し文句につられて投票動物を決める方もいるく
らいで、ポスターだけを眺めていても楽しいですよ。「あなたの瞳をタイホ
する」「その男は黙々と草を食う」「ぜったいに浮気はしません」…。その
動物の特徴を見事に捉えた秀逸なキャッチコピーに、身内ながら感心します。

そうそう、投票所が入場ゲートのすぐそばにあるせいか、入ってくるなり投
票する方がけっこう見受けられます。ここはひとつ、じっくりとエントリー
動物をご覧になって、最後に投票いただければと思います。

→ http://www.ishikawazoo.jp/topics/index.html

● クラウン、吠える

いしかわ動物園には、現在３頭のトラがいます。開園当初からいる「マドラ
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ス（１８歳、♂）」「ジャム（１８歳、♀）」と、この７月に仲間入りした
ホワイトタイガーの「クラウン（３歳、♂）」です。

私はこれまで、マドラスやジャムの鳴き声を聞いたことがありません。古く
からの職員に尋ねても、「そういえば聞いたことがないなぁ」とか、「昔、
鳴き声を聞いたことがあるような気がする」といった返事が返ってくるばか
りで、トラは基本的には鳴かない動物なんだと思っていました。

ところがクラウンは、展示場に慣れて間もない頃から、「ガォ－、ガォー」
を連発。隣の展示場にいるライオンのクリスが視線をまっすぐにして遠吠え
的な声を発するのに対し、クラウンはやや下向きかげんに、くぐもったよう
な鳴き方をします。もう少し威厳のある鳴き方だといいのになぁと感じます
が、これも個性なんでしょうかね。

ちなみに、ユキヒョウのスカイやアムールヒョウのコロンも、頻繁ではあり
ませんが、ちゃんと鳴くんですよ。見てくれとは裏腹にカワイイ鳴き声で、
どちらも私には「ミャーォ」と聞こえました。

● グレビーシマウマ赤ちゃんの愛称は「ココロ」

６月２２日に誕生したグレビーシマウマ赤ちゃん（メス）の愛称が、来園者
による投票の結果、「ココロ」に決まりました。応募総数は１，６２３通。
うちココロへは、４９１通の投票がありました。由来は胸にあるハート型の
模様で、テレビの全国放送でも取り上げられましたね。

明日９月９日（土）には、命名者の代表として、金沢市立森本小学校３年の
桶谷心聖（しせ）さんを招いて命名式が行われる他、地元の福島保育園児に
よる歌のプレゼントもあります。また、「ココロ」への応募者全員から抽選
で１０名に参加賞として、いしかわ動物園無料招待券を進呈します。

命名式：１１：００から アフリカの草原前（雨天時は場所を変更します）

→ http://www.ishikawazoo.jp/topics/index.html

● 明日から２日間、９月最初のナイトズー ～月讀が舞う～

９月９日（土）、１０日（日）の２日間、９月最初のナイトズーを連夜で行
います。光のアート「ひかりの白虎門」のお出迎え、ナイトガイド、お祭り
気分の満喫、そして何より、ホワイトタイガー「クラウン」をはじめとする
夜の住人たちの野生をお楽しみくださいね。

あさって１０日は、締めのイベントとして、「ＴＳＵＫＩＹＯＭＩ」（月讀）
によるファイヤーパフォーマンスがあります。闇夜に浮かぶ炎の舞、圧巻で
すよ。
・２０：４０から 正面ゲート前

ナイトズーの開催日は、閉園時刻を２１時まで延長しています（最終入園は
２０時まで）。なお、１７：００以降は、「いしかわ動物園 イケメン・コ
ンテスト」への投票ができませんのでご了承ください。投票を希望される方
は１７：００より前に入園いただき、投票を済ませた後、引き続きナイトズ
ーをお楽しみください。

-----------------------------------------------------------------------
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２）■ トキ里山館情報 ■

● トキ色のトキ

朝晩めっきり涼しくなってきて、トキ里山館にも秋の気配が濃くなってきま
した。春に植えたイネも穂が垂れ、そろそろ稲刈りの準備をしなければ、と
いった具合です。

トキたちの調子は、といいますと、順調に換羽（かんう）が進んでいます。
繁殖期には黒かった羽毛が、順番に全て抜け落ちて、新しい羽に替わります。
新しい羽は「トキ色」をしているのですが、今年の換羽はちょっと違います。

公開しているＩ（アイ）ペアの♀は、トキペレットをあまり好まない偏食家
です。トキペレットには、「トキ色」をきれいにする色素が含まれているの
ですが、このペレットを食べないメスは、トキ色が薄すぎて、ただの白い鳥
になってしまうのです。これまでは非公開ケージにいたので、さほど気にし
ていなかったのですが、昨年から里山館で公開していると、「ぜんぜんトキ
色じゃないですね～」と思われてしまうこともしばしばありました。そこで、
今年の換羽期前後には、Ｉペアのメスも大好きな「馬肉人工飼料」にこの色
素を添加することで、トキ色のきれいなトキを展示しようともくろんでいる
のです。

さて、その成果はといいますと…、見事にピンク色に染まりつつあります。
ぜひトキ色に変わりつつあるＩペアを、トキ里山館でご覧ください。（野田）

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

３）■ 動物雑学コラム ■

● 日本にも“ガラガラヘビ”がいた？

“ガラガラヘビ”は、おもにアメリカ合衆国南部～中米に生息する、クサリ
ヘビ科に属するヘビの総称です。おじさん世代なら、往年の西部劇でガンマ
ンが尻尾を振って威嚇するガラガラヘビを撃ち殺すシーンなどを思い浮かべ
るかもしれませんね。

１カ月ほど前のことですが、こんな相談を受けました。「庭にいるヘビが、
どうも尻尾を振って音を出しているようなんですが、日本にもガラガラヘビ
がいるんでしょうか？」とのこと。過去にももよく似た相談を何度か受けた
ことがありました。結論から言うと、これらの方々が見たのは、私たちがも
っともよく出会うヘビ、アオダイショウかシマヘビだと思われます。

じつは、アオダイショウやシマヘビも、威嚇する際に尾を振って音を出すこ
とがあるのです。ただし、音を出すシステムは異なります。ガラガラヘビの
場合は、尻尾に残った自らの脱皮殻がこすれて“ジャラジャラ”と聞こえる
音を出すのに対し、アオダイショウなどは、振った尾が落ち葉などに当たり
“パチパチ”というような音を出します。

まぁ怒っているのには違いないので、たとえガラガラヘビでなくても、そっ
とその場を離れることに越したことはありません。「触らぬヘビに祟りなし」
ってとこですな。

-------------------------------------------------------------------------
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４）■ 特別展、作品展、特別活動 ■

● 特別展「世界三大珍獣」開催中

世界三大珍獣を紹介する特別展を開催しています。この特別展では、ジャイ
アントパンダ、オカピ、コビトカバのほかに、７月５日に当園にやってきた
ホワイトタイガーも特集していますよ。

開催期間：平成２９年７月１９日（水）～１０月９日（月・祝）
会 場：動物学習センター
内 容 ・トリックアートで珍獣たちとツーショット

・あなたにお似合いの珍獣がピタリと当たる“珍獣相性診断”
・珍獣たちを詳しく紹介するパネル展示

※ 動物学習センターへの入館は自由ですので、気軽にお立ち寄りください。

● 「トキ里山館フォトコンテスト」作品募集中

７月８日より、「トキ里山館フォトコンテスト」の作品募集を始めています。
里山館で写したご自慢の一枚がありましたら、ぜひご投稿ください。

作品課題：「トキ里山館のトキ」または「トキ里山館の風景」
募集期間：平成２９年７月８日（土）～１０月１５日（日）必着
応募条件：Ａ４サイズにプリントしたもの／１人２点まで／未発表の作品
各 賞：最優秀賞１点、優秀賞３点、入賞１０点程度
作品展示：平成２９年１１月１日～平成３０年１月３１日／トキ里山館内

※ 詳しくはホームページ左側のバナーをクリックしてご確認ください。

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

５）■ 教育活動情報 ■

● 動物園工房

◎９月は「マスク・ザ・ズー」
動物の“口”をデザインしたマスクをつけて、お好みの動物に変身。本物の
動物たちもビックリ～！？

９月１０日（日） １３：００～１５：００（材料がなくなり次第終了）

◎１０月は「自然と遊ぼう」
輪切りの木材に動物の絵を描いて、オリジナルのペンダントを作りましょう。

１０月８日（日） １３：００～１５：００（材料がなくなり次第終了）

場 所：動物学習センター レクチャーホール
参 加 費：無料（入園料が必要です）
※ 入園者ならどなたでも参加できます。

● 裏側探検ツアー
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◎９月は「ゾウのひみつ」
ゾウ舎に入って、あの大きな「サニー」ちゃんを見上げてみましょう。

９月１６日（土） １１：００～１１：３０
※ 定員に達しましたので、受付を終了しました。

◎１０月は「動物病院」
獣医さんって、どんな仕事をしているんだろう？ 本物の獣医さんに会えるの
かな？

１０月２１日（土） １１：００～１１：３０
※ １０月７日（土）より電話で受け付けます（定員に達し次第締め切り）。

定 員：２０名＜先着順＞
応募方法：動物園へ直接電話で申し込んでください。

０７６１－５１－８５００
参 加 費：無料（入園料が必要です）

● アニマルタイム

◎９月は「獣医さんのないしょ話」

９月２４日（日） １４：００～（約２０分）
会場：動物学習センター

◎１０月は「絵画ワークショップ」
動物画家・西野健太郎さんといっしょに、エアブラシを使ってステキな動物
たちを描きましょう。

１０月２２日（日） １３：００～１５：００
会場：動物学習センター

※ 天候や動物の体調等によって、登場動物が変更となる場合があります。
※ アニマルタイムへの参加は無料です。（入園料が必要です）

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

６）■ お知らせ ■

◎ ただいま夏時間の営業となっています。

・開園時間は９：００～１７：００です（入園は１６：３０まで）。
[４月１日（土）～１０月３０日（月）]

◎ ナイトズー２０１７開催中

＜ナイトズー２０１７開催日＞
９月：９日、１０日（土、日）、１６日、１７日（土、日）、３０日（土）
１０月：１日（日）、７日、８日（土、日）

※ ナイトズー開催日は、閉園時刻を２１：００まで延長します。
（入園は２０：００まで）
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-------------------------------------------------------------------------

７）■ お得な情報 ■

◎ 毎月１９日は中学生以下が無料！

毎月１９日は「県民育児の日」で、ご家族でご来園の方に限り、中学生以下
の入園料が無料となります。

◎とてもお得な「年間パスポート」＆「年間パスポートプレゼント券」

購入日より１年間、何度でもいしかわ動物園をご利用いただける年間パスポ
ートを販売しています。たいへんお得な価格となっていますので、ぜひご利
用ください。

★ 年間パスポート
価格：子ども（３歳以上中学生以下）１２００円

大 人２５００円
シニア（６５歳以上）１６００円 （いずれも税込み）
※ シニアは引き換え時に年齢確認の証明書が必要です

また、同額にて「年間パスポートプレゼント券」の販売も始めました。友達
へのプレゼントや宴会での景品など、幅広くご利用いただくことができます。

★ 年間パスポートプレゼント券
交換期限：購入日より６ヶ月以内に対象の年間パスポートとお引き換えくだ

さい（シニアは引き換え時に年齢確認の証明書が必要です）

※ 年間パスポートのご利用には、２回目以降は顔写真の貼付けが必要です。
※ 年間パスポート券、年間パスポートプレゼント券は、ゴールデンウィー

ク、ふれあいまつりの各期間中およびナイトズー開催日は販売しており
ませんので、ご了承ください。

※ 年間パスポートの詳しい特典についてはホームページをご参照ください。

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

■ あとがき ■

旧盆の８月１４日に、ナイトズーを紹介する生放送がありました。暗闇に浮かぶ
ホワイトタイガーをメインにしたいとのことでしたが、その時間帯にテレビカメ
ラにおさまる位置にいるかどうかは「クラウン」次第。死角になる展示場の上の
方でゴロンとしていれば、それまでです。

５時前に始まったリハーサル。なかば指定席のようになっている展示場上部で寝
そべっていたクラウンがのっそりと起き上がり、アナウサーの前まで降りてきま
した。そこでアナウサーが一言。「これが本番なら最高なのに…」。

６時半過ぎから始まった本番。リハーサル終了後に指定席に戻ってからは完全に
寝入ったのか、ほとんど動きませんでした。テレビクルーたちもほぼあきらめ顔。
なのに、本番が始まるやいなや立ち上がり、たくさんの来園者が見守る中へ悠然
と降りてきたのです。それもカメラ目線で…。極めつけは、エンディングシーン
でした。カメラが引くのに合わせて、クラウンも指定席の上部へ戻って行くでは
ありませんか！ ツボを心得たにくいまでの計らいに、テレビクルーから「よっ
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しゃ！」の声がかかりました。

クラウンが当園に来てからの入園者数は、対前年比で約１３０％。こういうのを
「千両役者」というのでしょうね。

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

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 三上秀彦
★ ご意見・ご感想は
ishizoo-center@ishikawazoo.jp
※ご注意
携帯電話から上記宛に送信される場合は、パソコンからのメールを受信できる
状態にしていただかなければ返信することができませんのでご注意ください。

〒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/
ＦＡＣＥＢＯＯＫ：https://www.facebook.com/ishikawazoo.official/

★ 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

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