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

１）■ 園内トピックス ■

● 「ドーネ」の栄養ドリンク

ただいま懐妊中のオランウータン「ドーネ」がいる類人猿舎は、エアコン、
遠赤外線ヒーター、床暖房完備の建物です。ただ鉄筋コンクリート作りで
十分に室温が上がらないこともあり、念には念を入れて、毛布まで配給さ
れています。

それでも心配な担当者がドーネのために用意しているのは、体を芯から温
める特製の“しょうが湯”です。この栄養ドリンクは、福岡市動物園のオ
ランウータン担当者からの直伝だそうで、お湯に黒糖とすり下ろした生姜
を入れて、担当者の好みで隠し味のはちみつをブレンドしたスペシャルな
飲料。これをペットボトルに入れてドーネに渡すと、あっという間に受け
取って、毛布を被って一気飲みをするのだとか。

ちなみに、空になったペットボトルは少し遊ぶと返してくれるそうですが、
キャップはなかなか返してくれないそうです。

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

● 志望校めざして、「ホップ」、ステップ、「ジャンプ」！

受験生を応援する合格祈願グッズを、今年も無料配布しています。今年度の
合格祈願グッズは職員手づくりの“栞（しおり）”。そのコピーは“志望校
めざして、ホップ、ステップ、ジャンプ”です。

いしかわ動物園に詳しい方なら、この３つの言葉のうち、２つが当園にいる
ことはご存じと思います。それは、アルパカの「ホップ」（♂、４歳）と、
昨年当園にやってきたアミメキリンの「ジャンプ」（♂、１歳）。しかし、
“ステップ”を担当する動物が当園にはいません。そこで、その代役として、
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当園の来年度採用試験をクリアした女性をモチーフにしたキャラクターにス
テップしてもらいました。

この栞は、たんに絵柄と言葉で構成されているだけではなく、昨年春に刈っ
た「ホップ」の毛が入っています。日ごろ使っている参考書や問題集の栞と
して、そして受験本番でのお守りとして、ぜひお使いくださいね。

配布期間：２月９日（金）～３月１１日（日）
配布場所：動物学習センター

※ 数に限りがありますので、原則として１人１枚、１日２０人までの対応
とさせていただきます。

● ４日間限定の特命係長が赴任

いしかわ動物園には、「管理」「飼育展示」「企画教育」という３人の係長
がいます。ところがこの１月３０日に、４人目の係長が突如として赴任して
きました。名は「雪だるま係長」、仕事は除雪の陣頭指揮。雪かきに嫌気が
さしていた職員を見かねて、きっと雪の神様が遣わしてくれたのでしょう。

この係長、初日はきりりとした姿勢で仕事に励んでいました。でも、除雪は
腰にくるのか、２日目にはかなり乱れた姿勢になり、４日目の朝には、とう
とう横たわってしまいました。聞くところによるとポカポカ陽気が苦手らし
く、５℃まで上がった気温に耐えられず、天に帰っていったのだとか。

雪だるま係長、短い期間だったけど、ありがとね。

→ https://www.facebook.com/ishikawazoo.official/

● ３日間の臨時休園をいただきました

２月７日（水）から９日（金）までの３日間、園内除雪のために臨時休園し
ました。過去に、台風の影響で午後から臨時休園したことが一度だけありま
したが、１日を通して、そして３日間も休園したのは、開園以来初めてので
きごとです。

９日は、いしかわ動物園の職員は言うにおよばず、指定管理者となっている
石川県県民ふれあい公社や隣にある辰口丘陵公園の職員も加わって、総出で
除雪作業。なんとか１０日（土）から通常営業に戻ることができました。こ
の３日間、皆さまにはたいへんご迷惑をおかけしましたこと、改めてお詫び
申しあげます。

駐車場から正面ゲートまでの誘導路や、園内の観覧通路は引き続き除雪作業
を行っています。凍結による転倒や施設の屋根雪等、通行には十分にご注意
ください。また、マーラやシマウマ等、ご覧いただけない動物もいますので、
あしからずご容赦ください。

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

２）■ トキ里山館情報 ■

● 冬来たりなば…
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２０１８年の日本列島は、幕開けと同時に大きな雪に見舞われました。そん
な中でもトキたちは、間もなく迎える繁殖期に向けて、準備に余念がありま
せん。身体はトキ色が映える美しい純白から、繁殖期に特有の墨を落とした
ような黒に変わり、オスからメスへのアプローチも日に日に強くなってきて
います。

トキ里山館の点検のため、トキたちは現在、バックヤードの繁殖施設で過ご
していますが、巣を作るための台の周りをウロウロしてみたり、大きな声で
愛を告白しているかのように鳴いてみたり。またオスは、巣作りのために運
んできた枝をメスに渡すというプレゼント攻撃にも励みます。はじめは素っ
気なかったメスも、オスの勢いにおされるかのように少しづつ枝を受け取り
はじめ、最近では仲良く羽繕いをしあっています。

２月といえば、バレンタインがあります。人間の世界では女性が積極的にア
プローチをする季節ですが、たまにはトキに習って男性からアプローチする
バレンタインもいかがでしょうか？ トキたちのように「熱い冬」を過ごす
ことができるかもしれませんよ。 （佐藤）

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

３）■ 動物雑学コラム ■

● コビトゾウ

その存在がなんとなく疑わしい「ネッシー」「チュパカブラ」などや、もし
かしたら実在するかもしれない「イエティ」「ツチノコ」など、世に未確認
生物はごまんといて、私たちの好奇心をあおります。いっぽうで、存在が知
られている未確認生物もいます。それがなぜ“未確認”なんだと突っこまれ
そうですが、言い換えると、実在は証明されているけれど、分類学的な位置
づけが明確になっていない生物と理解すればよいかもしれません。その代表
が標記の「コビトゾウ」。皆さんはこの名前、知っていました？

現在、ゾウは３種類とするのが一般的です。アジアゾウとアフリカゾウ、そ
してアフリカ中央部から西アフリカに分布するマルミミゾウです。マルミミ
ゾウは森林性で、おもにサバンナを生息域とするアフリカゾウとはほとんど
の場合棲み分けている他、大きさもアジアゾウと同じくらいで、アフリカゾ
ウより一回り以上小型です。

しかし、上記３種のゾウよりさらに一回り小さなゾウが、シェラレオネから
コンゴにかけての広い地域より稀に見つかっていました。この小さなゾウが
記録されたのは１９０６年。大きさ以外ではマルミミゾウとの共通点が多い
ことから、現在はその亜種との扱いを受けますが、発見される地域がマルミ
ミゾウの生息域と重なり、分類学的には矛盾が生じています。

そんなことから、劣悪な環境下で生じる特異な個体との説まであるとのこと。
現時点でこの小さなゾウを独立種とする見解は少数ですが、これほど科学の
進んだ今でも結論を導けない事例が、自然界にはたくさん存在するのです。

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

４）■ 特別展、作品展、特別活動 ■

● 特別展「動物の赤ちゃん」準備中
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いしかわ動物園では、開園以来いろいろな赤ちゃんが誕生しました。それら
にまつわる悲喜こもごものエピソードや成長の様子などを特集します。どう
ぞご期待ください。

開催期間：平成３０年３月１４日（水）～５月２１日（月）
会 場：動物学習センター

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

５）■ 教育活動情報 ■

● 動物園工房

◎２月は「ぎゅっとちぢめてブローチづくり」
プラ板を使って、かわいいオリジナルブローチ作りに挑戦しましょう。

２月１１日（日） １３：００～１５：００（材料がなくなり次第終了）

◎３月は「大変身！ アニマルペイント」
フェイスペイントで、かわいいレッサーパンダやウサギに変身しましょう。

３月１１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

◎２月は「ライオンのひみつ」
展示場と寝室をつなぐ秘密の地下通路を探検しましょう。

２月１７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。

◎３月は「レッサーパンダのひみつ」
飼育舎の中からのぞく展示場って、どんなんだろう？

３月１７日（土） １１：００～１１：３０
※ ３月３日（土）９：００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

◎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
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◎３月は「アニマルステージ」 ※登場動物はアルパカ、ポニーです。

３月２５日（日） １４：００～１４：２０
会場：大型休憩所

※ 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 ■

● 「トキ里山館」休館のおしらせ

「トキ里山館」は点検と修繕のため、しばらくの間休館いたします。ご迷惑
をおかけしますが、ご了承ください。

● イヌワシの展示を休止しています

トラの屋外展示場工事にともないまして、１月１０日より、隣接するイヌワ
シの展示を休止していますので、ご了承ください。

● 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。
[～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」＆「年間パスポートギフト券」
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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）
※ シニアは購入時に年齢確認の証明書が必要です。

また、同額にて「年間パスポートギフト券」の販売も行っています。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。

★ 年間パスポートギフト券
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、年間パスポートギフト券は、ふれあいまつりの期間

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 ■

立春が過ぎたというのに、この異常な寒波は何なんでしょうね。１月１０日すぎ
から降り続いた雪が、立春を前に一時的に小休止したものの、立春明けから再び
本格的に降り出しました。「大寒」（今年は１月２０日～２月４日）とはよくい
ったもので、この期間中、あわや真冬日（最高気温が０℃未満の日）という日も
何日かありましたね。来る日もくる日も舞い落ちる雪に、正直うんざりした気分
になっています。

「昭和３８年１月豪雪」の時には、２階から出入りしました。当時住んでいた福
井での最深積雪は２１３cm。まだ子どもだったせいか、いやな思い出より、楽し
かった出来事を多く思い出します。「昭和５６年豪雪」の時には、近隣の一人暮
らしご老人宅の屋根雪おろし。最深積雪は１９６cm（福井市）で、なんと雪をお
ろした翌日に、もう一度雪おろしなんてこともありましたっけ。平成１３年１月
１５日には１日で８４cmの雪が降り、国道８号線や周辺道路が完全にマヒ。当時
勤務していた石川県ふれあい昆虫館（旧鶴来町）を定時に出て、内灘町の自宅に
着いたのが翌朝８時３０分でした。

雪が積もって当たり前の地域に住んでいるのに、雪の怖さを忘れかけたこの頃。
気を引き締め直して、まもなくやって来る春を待ちましょう。

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

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、南都慶介
★ ご意見・ご感想は
ishizoo-center@ishikawazoo.jp
※ご注意
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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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