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

１）■ 園内トピックス ■

● お帰り、「ドーネ」

１１月１４日に、福岡市動物園から、ボルネオオランウータンの「ドーネ」
(メス、２１歳）がいしかわ動物園に帰ってきました。いしかわ動物園では、
開園当初より「ブロトス」(オス、２２歳)とドーネを飼育してきましたが、
兄妹のように育ったからか、２頭の間に子どもはできませんでした。

国内の動物園での繁殖事例もけっして多くはなく、このままでは将来国内で
ボルネオオランウータンが見られなくなってしまうかもしれません。そこで、
平成２７年７月に福岡市動物園へ移動し、同園の「ミミ」（オス、４８歳）
との間で繁殖を目指すことにしました。そしてこのたび、無事ペアリングに
成功し妊娠したことから、当園に里帰りすることになったのです。

ちなみに、出産予定は来年２～３月ごろ。オランウータンの出産は当園では
初めてのことですが、元気な赤ちゃんが産まれてくるよう、慎重に取り組ん
でいきたいと思います。しばらくの間はドーネの展示は木曜日と土曜日の、
週２回を予定していますが、体調などによっては変更されるかもしれません。
そんなときは、サービス精神旺盛なブロトスが皆さんをお出迎えしますよ。

最後になりましたが、今回の件に関して格別の努力をしていただいた福岡市
動物園のスタッフの皆さまに、この場を借りてお礼を申し上げます。本当に
ありがとうございました。

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

● バイカルアザラシの愛称が決まりました

１０月７日より「アシカ・アザラシたちのうみ」で公開されているバイカル
アザラシの愛称が決まりました。
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オスは、１１月１１日に来園されたロシア・イルクーツク州のレフチェンコ
知事により「バイカル」と名付けられました。また２頭のメスは、１１月１
日～１８日に行った愛称募集の結果、それぞれ「アーニャ」と「ターニャ」
に決まりました。どちらも、ロシアの女性の愛称としてよく使われる名前だ
そうです。

３頭とも少しずつ環境に慣れてきたようで、中でも、バイカルが一番人慣れ
していて食欲も旺盛。逆にアーニャは３頭の中では警戒心が強く、よく物陰
に隠れてしまうのだとか。皆さんもバイカルアザラシを見るときはガラスを
たたいたりせず、静かに観察してくださいね。

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

● ジャンプが動いた！

アフリカの草原では現在、アミメキリンの「マリ」（メス、１歳）が展示場
に出る練習をしています。そしてそれに釣られるように、奥の第２キリン舎
から「ジャンプ」（オス、２歳）が積極的に出てくるようになりました。

慎重な性格のジャンプは、これまで展示場との間にある連絡通路までなかな
か来てくれず、担当者はエサやぬいぐるみなどを使ってジャンプと一緒に猛
練習を重ねてきました。ところが、マリが練習のため展示場に出てくると、
今までの警戒心がウソだったかのようにジャンプが出てくるではありません
か。お互い近くに寄っていくところを見ると、どうやら相性は良さそうです。

担当者は「今までの努力は何だったんだ」と笑っていましたが、きっとこれ
までの小さな積み重ねの結果が、今のジャンプの行動に繋がっているんだと
思います。

● 冬の風物詩がスタート

１１月２３日に、「ふれあいひろば」でカピバラの露天風呂が始まりました。
２０１１年の冬から始まって、今年で７年目。今年も開湯式では、地元辰口
温泉観光協会さんからは上質な温泉を、能美市観光物産協会さんからは特産
の国造ゆずをいただきました。また、能美市立大成保育園の園児の皆さんが
かわいらしい歌を披露してくれ、なんとも心温まる開湯式でした。

さらに今年からは、伊豆シャボテン動物公園、長崎バイオパーク、埼玉県こ
ども動物自然公園、那須どうぶつ王国の４施設が進めてきた「カピバラの露
天風呂協定」に参加することになりました。いしかわ動物園も、この協定書
にあるとおり、①カピバラとカピバラを愛するファンのみなさまのために、
毎年露天風呂を開催し続け、②「カピバラの露天風呂」の普及に努めていき
ます。いろいろなイベントを企画中ですので、どうぞお楽しみに。

今年のカピバラの露天風呂は何かが違う・・・！

公式facebook https://www.facebook.com/capybaraoutdoorbath/

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

２）■ トキ里山館情報 ■
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● 「トキ里山館」の２年目がスタート

１１月１９日で、トキ里山館がオープンして、ちょうど１年が過ぎました。
長かったようでもあり、短かったようにも感じられます。国内の動物園では
初めてのトキの展示とあり、県内はもちろん、県外からも、沢山のお客様に
ご来園いただいています。

同時に、いかにトキという鳥が人々にとって特別な鳥であったかということ
を再確認しています。古くから人々はトキの美しい羽の色に魅了されてきま
した。それは身近に様々な色があふれかえる現代においても、変わらぬ魅力
の１つといえるでしょう。そんなトキの飼育に携わりながら、公開１年目に
立ち会えたことに幸せを感じています。

この１年を振り返ると、里山館では嬉しいできごとや、ドキドキすること、
ハラハラすることなど、様々なことがありました。今後、どんな里山館に
なっていくのか、していくのか、トキと飼育員、そして来園されるお客様と
ともに、２年目のトキ里山館を運営していきたいと思います。これからも、
ぜひいしかわ動物園のトキを見守ってください。 （佐藤）

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

３）■ 動物雑学コラム ■

● 「ふれあいひろば」の大きなミカンは誰がために

「ふれあいひろば」に、１本の“ミカン”の木があります。１１月の終わり
ごろから程よく色づき始めているので、お気づきの方も多いかもしれません
ね。この大きなミカン、職員の多くが“ナツミカン”と思っていたのですが、
冬に収穫期を迎えるナツミカンって、あまり聞いたことがありません。

そこで調べてみると、どうやら“ハッサク”らしいことが判りました。ただ、
いったい誰が食べるために植えられたのでしょうか？ こんなに酸味の強い
果物を、どんな動物が食べるというのでしょうか？

古くからいる職員に尋ねてみると、これを好んで食べる動物が判明しました。
オランウータンだそうです。さすが類人猿。あの酸っぱさをものともせず、
けっこうおいしそうに食べるのだとか。

時移ろい、現在。このハッサクをおもに食べているのは、どうも職員らしい
との情報を得ています。まぁ、職員が食べてもそんなものかとは思いますが、
今年くらいは懐妊中の「ドーネ」に、こころゆくまでハッサクを食べてもら
いましょうよ、ね。

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

４）■ 特別展、作品展、特別活動 ■

● 干支展「戌」まもなく開催

平成３０年の干支「戌」にまつわるパネル展示のほか、かわいいぬいぐるみ
と一緒に記念撮影できるスペースを設けました。また、戌にまつわる絵柄の
九谷焼絵皿も展示されますよ。

開催期間：平成２９年１２月１３日（水）～平成３０年１月１５日（月）
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会 場：動物学習センター

● お正月スペシャル「どうぶつえんのお正月」

どうぶつ福笑いやコマ回しなど、伝統の正月遊びで新年を迎えましょう。も
ちろん、好評の「イヌワシ神社」も特設されますので、どうぶつおみくじで
今年の運勢を占ってくださいね。

開催期間：平成３０年１月２日（火）～８日（月・祝）
会 場：動物学習センター

※ 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。

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

５）■ 教育活動情報 ■

● 動物園工房 ※１月はお休みです。

◎１２月は「みんなでつくるアニマルツリー」
画用紙を使って、クリスマスツリーに飾り付ける、飛び出す動物を作ります。

１２月１０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 ※１２月はお休みです。

◎１月は「アシカのひみつ」
アシカたちの寝室を訪ねてみましょう。

１月２０日（土） １１：００～１１：３０
※ １月６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 ※１２月、１月はお休みです。

◎２月は「獣医さんのないしょ話」

２月２５日（日） １４：００～１４：２０
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）

-------------------------------------------------------------------------
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６）■ お知らせ ■

◎ ただいま冬時間の営業となっています。

・開園時間は９：００～１６：３０です（入園は１６：００まで）。
[１１月１日（水）～３月３１日（土）]

・「アシカの食事タイム」３回目の実施時刻は１６：００からです。
[１１月１日（水）～３月３１日（土）]

・ふれあいひろばの「なかよしハウス」は冬季閉鎖中です。
[１１月６日（月）～３月下旬ごろまで]

・「メダカたちの池」「水辺の小径」は冬季閉鎖でご利用いただけません。
[１１月中旬～３月中旬ごろまで]

・「トキ里山館」の閉館時刻は１６：００です。
[１１月２２日（水）～当面の間]

・「モルモットの行進」は休止中です。
[１１月２７日（月）～３月下旬ごろまで]

・レストラン「サニー」は冬期休業中です。
[１２月４日（月）～２月２８日（水）]

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

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。
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■ あとがき ■ 和気小学校６年生による創作劇「人間と動物と共生」

能美市立和気小学校６年生の皆さんは、今年の春から、一度は日本の空から姿を
消したトキを通じて、「人間と動物の共生」をテーマにした総合的な学習を行っ
てきました。いしかわ動物園のトキ里山館を訪ねてトキの歴史や現状を知り、長
年トキの啓蒙活動に携わった羽咋市在住の村本義雄さんからの話に自前の学習成
果を加えて、１１月７日には、集大成として壮大な創作劇を発表しました。

ストリーは、いしかわ動物園のトキ里山館を訪れた子どもたちが、絶滅にいたる
歴史を探るために、物知り博士と一緒にタイムマシーンで過去に遡るところから
始まります。ゆったりとした時間とともに、人々とトキがなかよく暮らしていた
江戸時代。文明開化を迎えて時の流れが加速し、環境の変化に耐えられなくなっ
たトキたちの姿を写す明治時代。一連の再現を通じて、トキを絶滅に追いやった
のが人間だと気づく子どもたち。そして現在に戻った子どもたちは、博士との会
話を通じて動物たちと共生することの大切さを学び、物語が完結します。

演出、配役、大道具、音響に至るまで、すべて児童たちが中心になって練り上げ
たそうです。当日は６年生の保護者をはじめ、２～５年生も舞台を見ましたが、
６年生たちの熱い思いは、きっと観覧された全員に伝わったように思います。

※メールマガジンの配信が大幅に遅れましたこと、謹んでお詫び申しあげます。

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

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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