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表紙のことば

ピューマ

ネコのようにかわいらしい表情を見せてい
るのは、パイン（メス、16才）です。今回、
表紙はピューマでと言われて、あまり気が乗
りませんでした。今の季節だと暗い室内展示

かん じん こう れい

室にいるし、肝心のピューマが高齢のため毛
と

並みが悪く、表紙にふさわしい絵が撮れるか

自信がありません。しかし、今表紙にしない
と、このピューマに何かあったらと考え直
し、撮ることにしました。

ころ

そういえば、動物園に入った頃は全動物の
い き ご

ポートレートを撮るんだと一人で意気込んで

いました。その動物がいなくなった時に、ちゃ
んとした写真が一枚もないのはかわいそうだ

いそが

と思ったからです。しかし、飼育の仕事が忙
しくなるとそれどころではなくなり、そんな

さつ えい

ことも忘れていましたが、今回の表紙の撮影

で、久しぶりに思い出しました。
（写真、文 田島一仁）
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冬の間、俺に必要なのは暖房と
適度な運動、そして少々のクルミさ！

冬場の寒い時期、オランウータンは外には出ない。決して広いとは言えない室内展示場で一日を過ご
たいくつ

す。室内展示場には消防ホースで作られた、ブランコ、ハンモック、ターザンロープがあり、退屈しな
ほどこ

い様に、適度に運動できる様に工夫が施されている。

それでも、やはり退屈するのだろうか、たまに消防ホースの留め金として使用しているボルト、ナッ
こんしん こ し

ト、ワッシャーを外して口の中に入れて遊んでいる。担当者が工具を使って渾身の力を込めて締めたボ
せっちゃくざい

ルト、ナット。接着剤を付けた部分もあるのに。何という指先の器用さと力だろうか。外されては修理
く あた かべ ゆか

しての繰り返しだが、最近クルミを与える様になってからは一度も外される事が無くなった。壁や床で
けんめい から いそが

一生懸命に割ったり、実をほじくったり、殻を口の中に入れて遊んだりと、そちらの方に忙しくて留め

金を外して遊ぶ事はなくなった。
そ し そ う じ

留め金外しを見事阻止したが、その分、散らかしたクルミの殻掃除が大変になってしまった。

オランウータンの風景

クルミを食べているブロトス
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ようやくいしかわ動物園に、コ

ビトカバがオランダからやってく

ることになりました。

オランダでの名前はASABI（ア

サビ）といいます。

コビトカバはカバの祖先とも言

われており、カバに比べればずい

ぶん小さく、ジャイアントパン
ちんじゅう

ダ、オカピと並び世界三大 珍獣

のひとつです。アフリカ西部のご

く限られた場所に住み、野生では
ぜつめつ

3000頭しかいない絶滅のおそれ

が高い種で、その野生下での生態

もよくわかっていない動物です。

のっそりとしたカバの動きとは
き びん

ちがって、陸上では機敏に行動し

ます。そもそもカバは主に水のな

かにいることが多い動物ですが、

コビトカバは森林の中に住んでい

る陸上動物なのです。また、カバ

は群れで暮らしていますが、コビ

トカバは基本的に単独生活者なの

です。同じカバ科ですが、生態に
ちが

大きな違いがあります。

カバのデカ亡きあと、コビトカ
けい い ふ

バの導入までの主な経緯を振り

返ってみました。

コビトカバを探せ

コビトカバは日本国内では7頭

飼育されていますが、その7頭は

お父さんとお母さんとその子ども
はんしょく

たちで、繁殖のことを考えると、

海外から新しい血統を入れるしか

ありませんでした。しかしよく調

べると世界の動物園でも330頭ほ

どしか飼育されておらず、さらに
ねんれい

年齢を考えると個体は限られてい

ました。

そこで、コビトカバの国際血統

登録管理者であるスイスのバーゼ

ル動物園のシュティックさんに相

談しました。シュティックさん

は、世界中のコビトカバ情報を管
ぞうしょく

理し増殖をめざすキーマンです。

親身になって相談に乗ってくれた

シュティックさんから、ヨーロッ

パでメス1頭をいしかわ動物園に
れんらく

出せるかもしれないとの連絡が入

りました。しかしそれには条件が

…。

施設を改修せよ

まず、いしかわ動物園のカバの
し せつ しょうかい

施設を紹介したところ、コビトカ

バは陸上動物で、単独生活者なの
せば

で、プールをもっと狭め陸上を広

くし、オスとメスを繁殖期以外は

分けられるよう、さらに室内の温

度を高くできるように改修せよ、

などの条件が出されました。

そこから施設改修の基本計画の

案を送り、そして送り返されるこ
く

とを繰り返し、ようやく同意さ

れ、最終、ヨーロッパの種の委員

コビトカバがやってくる

コビトカバのアサビ

（メス、2010、11月生まれ）

アサビと飼育担当のナタリーさん
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会で承認され、チェコ共和国のメ

スをお出しできますとの連絡が

入ったのです。しかし、チェコは
しんにゅう

日本の法律上（家畜伝染病の侵入

防止のため）、コビトカバなどの
ぐうてい

偶蹄類を輸入できる国ではないの

です…。再度、そのことを相談し

たところ、「本当にラッキーなケー

スです」との返事、実はいしかわ

動物園と同じように、コビトカバ

を輸入したいという動物園があ

り、そこも法律上の問題から輸入

できなくて困っていたのです。お

互いに輸入先を交換することで話

はまとまり、チェコをオランダに

代えて、両方の動物園ともコビト

カバを輸入できるようになったの

です。

ようやくオランダ、オーフェル

ローン動物園のアサビを、いしか

わ動物園に連れてくることができ

るようになりました。

手続きをクリアーせよ

たが けいやく

お互いの動物園で契約書を交わ

したので、はい運搬、という簡単

な訳にはいきません。ワシントン

条約や両国間の家畜伝染病を予防

する法律などをクリアーしなくて

はなりません。オランダは偶蹄類

を輸入できる国なのですが、それ

でも両国間で取り決めをしなくて

はならず、そんなに簡単には進み

ませんでしたが、なんとかクリ

アーし、ようやく輸入する運びと

なりました。

1月25日には園長と私がオー

フェルローン動物園を訪問し、サ

ビーネ園長さんらにお会いして、

心からのお礼の気持ちを伝えたと

ころ、コビトカバの未来のために
だいかん

互いにがんばりましょうと、大歓
げい

迎していただきました。

石川県の子どもたちにコビトカ

バを見せたくて、関係者一同がん

ばってきました。世界基準で認め

られた新しい展示施設も、もうす

ぐ完成します。デカとちがった小

さくてかわいいコビトカバのアサ

ビが公開されましたら、ぜひ見に

きてください。

「カバの子どもみたいで、ほんと

うに珍獣って感じ！」

飼育展示課 動物病院 堂前弘志

シャワーを浴びて気持ちよさそうです

オーフェルローン動物園では地元テレビ局の取材を受けました

３



全国の水族館40園館、動物園14

園が参加し、1月7日より行われて
いっせい き かく

いる全国一斉企画展示「明日へつ

なぐ日本の自然―よみがえれ、日
たんすいぎょ

本の希少淡水魚―」に、いしかわ

動物園も参加しています。場所は

園内「郷土の水辺」の入口付近に
はんしょく

ポスター展示と当園で繁殖したホ

トケドジョウの展示をしていま

す。

全国一斉の企画展示とは

これは、日本動物園水族館協

会・種保存委員会の日本産希少淡
しゅさい

水魚繁殖検討委員会が主催する、

日本産希少淡水魚繁殖検討委員会

20周年記念事業として開催してい

るものです。日本動物園水族館協

会（以下、「JAZA」という）は、

全国の動物園87園、水族館66館

が会員となり、動物園水族館事業

の発展進行を図り、文化の発展と
しんこう き よ

科学技術の振興に寄与することを

目的に活動しています。JAZA加
れんけい

盟の会員園館は連携を図りなが

ら、協働して飼育技術・飼育設備
ぞうしょく

の向上、動物や水族の保護 増殖
けいはつふきゅう

に関する啓発普及、自然保護への

協力などに取り組んでいますが、

その事業の一つに「種保存事業」

があります。昭和63年（1988）

に種保存委員会を発足させ、世界

自然保護連合（IUCN）種保存委員

会（SSC）の下にある保全繁殖専

門家集団（CBSG）との連携を強

め、国際的なつながりをもって種

の保存活動を展開しています。

希少な淡水魚を

守るために

こうした活動の一つに、日本産

希少淡水魚を生息域外での保存を

進めている、日本産希少淡水魚繁

殖検討委員会（CBEJF）がありま

す。今年度はこの委員会の設立20

周年の節目の年であ

り、これを記念して

日本の淡水魚がおか

れている現状と、動

物園・水族館が行

なっている希少種の

繁殖保存の取り組
かんきょう

み、環境 保全（生

態系保全）の啓発な

どに関する企画展示

を開催しているので

す。

「日本産希少淡水魚繁殖検討委

員会」は、種保存委員会の一下部

組織で、日本各地において減少し
ぜつめつ

絶滅の危機にある淡水魚を飼育下

で保存すること（生息域外保全）

を目的に、平成3年度（1991年度）

に設立されました。

当初は、ミヤコタナゴ、イタセ
あ

ンパラ、ムサシトミヨなど10種（亜
しゅふく

種含む）を対象に、9つの水族館

よみがえれ、日本の希少淡水魚

希少種ホトケドジョウ

過去に展示したこともあるホトケドジョウの稚魚
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で事業がスタートしましたが、20

年が経過した現在では、北海道か

ら沖縄までの全国35の水族館・動

物園が、繁殖検討委員会に参加

し、19種（亜種含む）の希少淡水

魚の繁殖・保存に取り組んでいま

す。これらの希少淡水魚の繁殖・
こうりょ

保存は、遺伝的系統関係を考慮し
じっ し

て実施されています。また、近年

は本来の生息地における保存（域

内保全）にも積極的に取り組み始

めています。

日本産希少淡水魚繁殖対象種は

19種（亜種含む）で、ミヤコタナ

ゴ、ハリヨ、イタセンパラ、スイ

ゲンゼニタナゴ、ヒナモロコ、ウ

シモツゴ、アユモドキ、ネコギギ、

ムサシトミヨ、ゼニタナゴ、タナ

ゴモドキ、シナイモツゴ、アカメ、

エゾトミヨ、カワバタモロコ、ホ

トケドジョウ、オヤニラミ、イチ

モンジタナゴです。（日本産希少淡

水魚繁殖検討委員会提供資料より）

いしかわ動物園の取組み

ポスター展示では、当園独自の
しょうかい

取り組みについても紹介していま

す。日本産希少淡水魚繁殖対象種

19種のうち、石川県内に生息して

いるのはホトケドジョウだけで

す。ホトケドジョウは環境省レッ
き ぐ

ドリストで絶滅危惧IB類に、石川

県レッドリストでは絶滅危惧Ⅱ類

に、それぞれランクされていて、

石川県では希少野生動植物種に指
ほ かく

定されているので、許可なく捕獲

や飼育することは禁止されていま

す。

当園では、ホトケドジョウの繁

殖に力を入れてきました。園内に

は、「メダカたちの池」というビ

オトープがあり、開園以来、能美

市内で発見されたホトケドジョウ

を自然繁殖させることに成功して

います。毎年小さな赤ちゃんが観

察されていて、生息域内保全に成
たつのくちきゅうりょう

功しています。また、辰 口 丘 陵
しき ち

公園の敷地内においても、生息地

をそのままビオトープとして再整

備することで、ホトケドジョウの

域内保全に成功しています。園内

展示エリア「郷土の水辺」の予備
すいそう

水槽でもホトケドジョウの繁殖に

成功し、生まれたばかりの赤ちゃ

んの展示もしたこともあります。

しかし、水槽内での繁殖は毎年で

きてはいないのが現状です。

当園では4月8日までこの企画展

示を続けていきます。この機会

に、「種保存委員会・日本産淡水

魚繁殖検討委員会」の活動や、日

本産の希少淡水魚が置かれている
む ちつじょ

厳しい現状、そして無秩序な放流

がもたらす予想のつかない結果に

ついてより多くの来園者の方々が

関心を持ってくれることを願って

います。

飼育展示課 郷土の水辺・南米の森担当 那須田 樹

動物園のビオトープ、メダカたちの池

郷土の水辺で企画展示
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動物園冬のアルバムから

11月に開かれた日曜ひろ
ば、森の工作教室。みん
ながドングリゴマやドン
グリやじろべえを作る中
で、この子は大きな葉っ
ぱで仮面を作りました。

クリスマスに合わせて正面ゲートに記念写真コー
ナーが特設されました。サンタさんの服にトナカ
イのカチューシャ、喜んでもらえたかな。

2月14日のバレンタインデーには動物たちにも愛の
プレゼント。もらっているのはレッサーパンダのタ
ンタン（オス）、贈っているのはもちろん独身の乙
女ですよ。
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年末年始恒例の干支展、今
年は辰年なのでトカゲやタ
ツノオトシゴの展示も行い
ました。でも一番人気のあっ
たのは、このどうぶつ福笑
い。レッサーパンダに見え
るかな。

国際ソロプチミスト金沢から電気カートを
寄付していただきました。10年前に続いて2
回目の寄贈です。排気ガスの出ない静かな
カートは園内の飼育作業に使われます。国
際ソロプチミストとは働く女性の世界的組
織で、人権と女性の地位を高める奉仕活動
をしている団体です。ありがとうございま
した。

今年の年賀状展の最優秀賞は、カピバラを書いてくれた深谷
野乃さん、とてもとても上手な絵でした。

今年は全国的に寒い
冬で、何度も雪が積
もりました。やっか
いな雪も雪像にすれ
ば楽しいオブジェ。
動物学習センター前
にライオンを作って
みました。
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バードストリートのタカ舎中央

のケージには、ミサゴがいます。

名前は「みっちゃん」です。ミサ
さ ばく

ゴは北極や南極、砂漠などを除く

ほぼ世界中に分布するタカの仲間

で、魚を主食にしています。日本

でも全国的に分布し、海や大きな
す

川、湖のあるところに棲んでいま

す。石川県内でも平野部ではよく

見られ、トビに次いでよく目につ

くタカです。大きさはトビと同じ
つばさ

位ですが、翼が長く、全体に白っ
くわ

ぽく見えるので、鳥に詳しくない

人でも、何回か見ると見分けられ

ると思います。他のワシやタカと

同様にオスよりメスの方が一回り

大きく、いっしょに飛んでいる

と、これもすぐに区別がつきま

す。動物園でも上空を飛んで行

くのをときどき見ます。ミサゴ
つか

は海岸近くで魚を捕まえて食べ

ますが、巣は大きなマツの木に

作ることが多いため、海岸の近
やま

くに良い木がなければかなり山
おく

奥まで飛んで行って巣を作り子

育てをします。実は動物園の裏

山にも巣があり、海と山を一日何

度も往復してエサを運ぶので、よ
はんしょくき

く見られるのです。しかし、繁殖期

でない秋冬でもよく見られるの

で、その理由は正直わかりません

…。以前、羽に付いた海水中の塩

分を落とすために、ダム湖へ水浴

びしに来るという話を聞いたこと

があるので、ひょっとしたらどこ

かで水浴びするために、わざわざ

やって来ているのかもしれ

ません。

ミサゴといえば、私が夏
ふく い

によく通っていた福井県と
か しま

の県境にある鹿島の森で
さんばし きたがた こ

は、桟橋から北潟湖を見て
ひんぱん

いると、ミサゴが頻繁に

やってきて（多いときには

4羽も）、上空でホバリング
こ

をし、ジャボーンと飛び込

んで、ボラを両足でつかん

で飛び去るのが見られまし

た。魚が大きいと持ち上げ

るのに苦労しているようで

すが、何とかがんばって
ころ

持って行きます。子供の頃

に、大きな魚をつかんだけ

れど持ち上げられなくて、

そのまま死んで足だけが残った、
さ

つまり背中にミサゴの足が刺さっ

た魚の写真を本で見たことがあり

ます。へぇーそんなこともあるん
おどろ

かと驚いたものですが、後になっ
だれ

てそれは誰かのいたずらだったと

確かテレビでやっていたような気

がします。気がしますではいい加

減ですが、はっきり覚えてないの

ですみません。

話はちょっとそれましたが…。

ミサゴは私たちのすぐそばに棲
はいすい

み、私たちの生活排水が流れ込ん

だ川や湖、海で魚を捕って生きて
よご

います。汚れた魚を食べれば、体

に何か異常が起きるかもしれませ

ん。人間の身近に棲むということ
いや えいきょう

は、嫌でも人間の影響を受けるこ

とになります。でも、実は私たち

にとってそれは他人事ではありま
かれ

せん。私たちも彼らと同じ場所に

棲み、同じような場所から魚を

捕って食べているからです。そう

考えると、人間もミサゴと同じ自

然界に生きる野生動物です。など

と小難しいことを考えてしまいま

したが、当のみっちゃんはそんな

こと考えてないんでしょうねぇ。

シリーズ ミサゴ
動物園の住人たち

飼育展示課 バードストリート担当 田島一仁

生後数日、体重270gで保護されたみっちゃ

ん、まだ卵歯がついていました

ミサゴのみっちゃん
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タカの仲間のほとんどは、鳥や
けもの えさ

獣を餌にしていますが、ミサゴだ

けはちょっと変わっていて魚を主
ほしょく

食としています。主に捕食するの

はボラやスズキ、フナやコイなど

の中型の魚です。ミサゴには
はんしょくき と

繁殖期に魚が多く獲れると、巣の

周りに置いておく習性があり、そ
はっこう

れが発酵したものを人が食べて、

これは美味しいということで「す

し」の始まりになった、という説

があるのですが、どうやらこれは

作り話で、ミサゴにそのような習

性はないようです。

それでも動物の世界には餌が豊

富に得られた時に全部食べずに保

存しておく「貯食」という行動が

たくさん観察されています。身近
ほ

な犬では、穴を掘って中にお気に
う

入りのおもちゃや骨を埋めておく

ことがありますが、これも貯食の

一部と考えられるでしょう。アフ
え もの

リカにすむヒョウの場合、獲物を

木の枝にぶら下げて保管すること

も良く知られています。サバンナ

では地面に埋めておい

ても、すぐにライオン

やハイエナに横取りさ

れてしまうからでしょ

う。
いっ ぱん てき

貯食行動は一般的

に、秋に多くみられま

す。冬に備えて、餌が

豊富な秋のうちにたく

さん集めておく、とい

うわけです。カケスが
かく

ドングリを隠したり、ヤマガラが

エゴノキの実を地面に埋めたり

と、野鳥ではよく知られていま
ほにゅうるい

す。哺乳類でもリスやネズミが木

の実を集め、地面に埋めることは
かれ

有名です。彼らが掘り起こすのを

忘れてしまった時には、木の実か

ら芽が出て木が育ち、森が豊かに

なる、という「種子分散」の役割

も果たしているのです。

実は、貯食することで、世界中
はんえい

に個体数を増やし、繁栄している

動物があります。そう、私たちヒ

トです。ヒトも食物が豊富な時に
しょくりょう

保存しておき、 食糧 事情が厳し

くなったときに困らない

ように工夫して生き延び
つけもの

てきました。漬物や干

物、ジャムなどはいまで

も利用されていますよ
れいとう

ね。現在は冷蔵庫や冷凍
こ

庫が発達しているので、
しんせん

新鮮なまま保存すること

も可能になっています。

どうやらミサゴの貯食

の話は作り話だったようですが、

ミサゴは新鮮な魚ばかり食べてい

るのかというと、実は死んだ魚も
かた

食べているようなのです。池や潟

では夏場酸欠になりフナなどの魚
う

が死んで浮かぶことがあります。

この死んだフナがミサゴの格好の

餌になっているのです。白くふや
くい

けたフナを持って飛んできて、杭

にとまって美味しそうにかじって

いるミサゴを何度か見たことがあ
す し

ります。案外これが「みさご寿司」

の起源かもしれません。

動物園で飼育されている「みっ

ちゃん」は、幸いなことにヒトが

貯食した「冷凍アジ」を毎日食べ

ることが出来ます。動物園スタッ

フたちは、以前生きた魚の獲り方

を教えようと試みましたが、今の

ところ成功していません。ミサゴ

を野生復帰させるには空中でホバ
こ

リングして水面に飛び込む訓練を

しなければならないのです。いつ
たよ か

の日かヒトの貯食に頼らずに狩り

をし、自然に帰ることが出来るこ

とを願っています。

シリーズ みさご寿司
住人たちのエピソード

編集部 野田英樹

獲物は風の抵抗を少なくして運びます

みっちゃんは毎日新鮮なアジをもらっています
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京都市動物園からグレビーシマ

ウマのホタル（♀）がやってきて、
けん えき

約3ヶ月経ちました。今は検疫
しゅうりょう

終 了 後の同居訓練もうまくい
せんぱい

き、先輩のランディア（♀）と同

居しています。まだ完全に慣れた

わけではないようで、展示場へ出
しんしつ もど

る時も寝室へ戻る時も必ずホタル

はランディアの後をついて歩き、

先に出ることはありません。
たよ

いかにも先輩を頼っている後輩

のように見えるのですが、餌が絡

むとホタルは変わります。毎
て

朝、展示場に出す前に餌を手
わた

渡しして朝の状態をチェック

します。その時に、2頭同時

に寄ってくるのですが、ホタ
お

ルはランディアを押しのけて

先に「餌ちょうだい」という

感じでやってきます。その勢

いに先輩ランディアも押され

気味です。

展示中や寝室での餌もケンカし

ないように2ヶ所に分けて置いて

いますが、たまにホタルが食べて

いる所にランディアが寄って行く

と、ホタルは「この餌はわたさな

いわ」と言わんばかりにランディ

アにお尻を向けるように方向を変
こう し け

え、いつでも後肢で蹴れる準備を

します。本当に蹴ることはありま

せんが、餌が絡むと強いです。私

としては元気があって良いと思い

ますが、ランディアとしてはもう

少し落ち着いてほしいと思ってい

るかもしれません。

「あ、ウサギ」顔はウサギに似

ています。「カンガルーだあ」座っ

た姿が似ているのかも。「カピバ

ラさん、おったー（方言：いたー

の意）」ふれあいひろばでカピバ

ラ湯が始まってからよく聞くよう

になりました。「何、この動物」

小動物プロムナードにいるある動

物を見たときの来園者の方々の反

応です。正解はマーラ、こう見え

てネズミの仲間です。雪が降った

日や、気温が低い時は暖かい室内

にいる事が多かったマーラです

が、最近は外に出て日なたぼっこ

をしている事が多くなってきまし

た。じっと座っていると置物のよ

うに動かないので「置物みたい」

とよく言われますが、飼育係の姿

を見ると観覧通路のガラスの前に

ぴょんぴょん走っ

て集まってきま

す。担当以外の飼

育係が来ても寄っ

てくるので、顔で

はなく青い作業服

を認識しているの

かもしれません。

みなさん、今度飼

育係の作業服のよ

うな青い服を着

て、来園されてみてはいかがです

か。もしかしたらマーラたちが

走って集まってくるかもしれませ

ん。

シリーズ
から

餌が絡むと…
ながぐつ日誌

飼育展示課 アフリカの草原担当 小倉康武

シリーズ さて、誰でしょう？
ながぐつ日誌

飼育展示課 小動物プロムナード担当 北地真理子

先にやってくるホタル（左）と押され気味のラン

ディア（右）

マーラ、こう見えてもネズミの仲間
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いつも、動物園に来ていただい

てありがとうございます。今回

は、みなさんに園長室にある宝
しょうかい

物？をいくつか紹介しましょう。
まつ い ひで き

１「松井秀喜選手のサイン入りデ

カばあちゃん写真」です。
さい

デカばあちゃんの55歳の誕生日

に、背番号55の松井選手がサイン

してくれました。「デカばあちゃ

ん55歳おめでとう。いつまでもア

イドルでいてね」と書いてありま

す。

２とってもかわいい「飼育員

キューピーちゃん」です。

これは「ISHIKAWAZOO FAN 2」

というホームページを開設してお

られる方からのプレゼントです。

親しまれる飼育員でいることが大

切です。ぜひ一度、このホームペー

ジもご覧になって下さい。すばら

しいですよ。

http ://iskwzoofan.exblog.jp/です。

３開園当初の空中写真がありま

す。動物園中、人と車があふれて

います。入園者数記録を調べる
ご

と、この日の入園者は2万人超え。

関係のあったコンサルタントさん

からいただいたものです。初心忘

るるべからずです。

こうしてみても、いろいろな人

たちとつながっていることが宝物

だと思います。そして、窓から聞

こえる動物たちの声や子どもたち

の元気な笑い声、これも宝物で

す。もっともっと、新しい宝物も

増やしていければと思っていま

す。

動物園、水族館では動物交換

や、繁殖目的の移動を行うブリー

ディングローン｛通称BL（ビーエ

ル）｝と呼ぶ手続き作業がありま

す。

トントンと話が進んだとして
はんしゅつにゅう

も、実際の搬出入の輸送日を迎え

るまで、長い日時を必要とするの
こうしょう

が常です。交渉 担当者と主だっ

た条件、互いの希望から話し合う
し だい たいしゃく

ことで、次第に貸借 契約文案の
こっ し

骨子が出来てきます。何度もそう

した下準備を経て、お願いの場合
い らいしょ

は依頼書、受ける時は回答書の交

換をします。その他の必要書類も

けっさい

当然に園長決裁後、発信となりま
ていしょく

す。ワシントン条約に抵触する動

物は、環境大臣の移動許可が必要
とうがい

となります。当該動物の特徴写

真、飼育場の図面、直接の担当者

名、その経験年数、繁殖個体では

証明書、動物園水族館協会の種別

調整者による同意書と大変に複雑
ふ

な手順を踏まなくてはなりませ

ん。

簡単に動物移動手続きとは言

え、決して手の抜けない大事な仕

事です。飼育係とは別な意味で、

思い入れの深い動物も少なくあり

ません。決して一人で出来ない縁

結び役、つらいと思いたくない「つ

らい手続き作業」の一つです。

シリーズ 園長室の宝物
動物園とぴっくす

園長 美馬秀夫

シリーズ 動物搬出入劇

―つらい手続き作業―
動物園とぴっくす

副園長 松村初男

松井選手のサインと飼育員キューピーさん

副園長はつらいよ
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フォトコンテスト
動物たちのかわいい姿や面白い仕草や行動など、
一瞬を捉えた作品をお気軽にご応募下さい。

とら

フォトコンテスト
フォトコンテスト＆写生コンクール　

　平成 23 年度
　　最優秀作品
　平成 23 年度
　　最優秀作品

トレーニングを
行いながら食事を
与えていきます

小さなお子様でも
挑戦できます。

愛らしい姿で、小魚を
丸飲みで食べます

こうにゅう

りょうしょう

しょうかい

動物園工房

4月 8日、5月 13日、6月 10日

毎月第2日曜日、午後1時～2時

裏側探検ツアー

4月 21日、5月 19日、6月 16日 

毎月第 3土曜日、
午前11時から30分程度

今後の予定

飼育係の
「お食事ガイド」

動物に関する工作教室、折り紙、ペーパークラフトなど、

どなたでも参加できる出入り自由の楽しい教室です。
普段見学できない動物舎の管理ゾーンを探検します。

定員20名。要電話予約。2週間前から受付ます。

毎日時間を決めて、飼育職員が動物に給餌しながら

解説します。動物園入り口でお知らせしているほか、

園内放送でもご案内いたしますので、ぜひご覧くだ

さい。ただし、天候や動物のコンディションによっ

て中止になる場合もありますので、ご了承ください。

今後の予定

日曜トーク

4月 22日、5月 26日、6月 24日

毎月第4日曜日、
午後1時半から30分程度

毎回、動物を決めて飼育係が、とっておきのお話を

紹介します。場所は動物学習センターや動物舎の前

など、その回によって変わります。

今後の予定

自然クラブズーキッズ

いろいろな角度から自然や動物について学び、体験して下さい。

募集期間　5月14日（月）～6月9日（土）

対　　象　小学生（低学年は保護者同伴）

往復はがきに参加者全員の氏名年齢（学年）、住所、
電話番号を記入して「いしかわ動物園　ズーキッ
ズ係」までお申し込み下さい。

6月17日（日）10時から

どうはん

お申し込み方法

実施期間：4月 1日（日）～8月 31日（金）
作品課題：いしかわ動物園の動物または園内風景
部　　門：一般の部、中学生以下の部

応募条件　
・2Lサイズ～4切サイズ程度までにプリントしたもの
・応募枚数は1人 3点まで
・入賞作品については、受賞決定後、ネガやポジなど
の原版を提出していただきます。

※応募方法などその他の詳細はホームページにてご確認下さい。

写生コンクール
動物園の動物たちを画用紙に描いてみてください。
写生大会参加者は入園無料になります。
実施期間：4月 1日（日）～23日（月）
作品課題：いしかわ動物園の動物または園内風景
対　　象：幼稚園、保育園、小中学校在籍
　　　　　の園児、児童、生徒

参加方法
入場の際に発券所で参加を申し出ていただければ
画用紙をお渡しします。

※応募方法などその他の詳細はホームページにて
　ご確認下さい。

じっし

いっぱん ざいせき

わた

しょうさい

おうぼ

えが

春のふれあいまつり

春の特別展　フィールドサイン
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ウサギのふれあいタイム アシカの食事タイム ペンギンの食事タイム

その他にもいろいろな場所、動物で飼育係がガイドを行っています

期間　4月28日（土）～5月6日（日）

期間　3月14日（水）～4月19日（木）
　平成 23 年度
　　最優秀作品

トレーニングを
行いながら食事を
与えていきます

トレーニングを
行いながら食事を
与えていきます

小さなお子様でも
挑戦できます。
小さなお子様でも
挑戦できます。

愛らしい姿で、小魚を
丸飲みで食べます
愛らしい姿で、小魚を
丸飲みで食べます

春のとっておきの催し物として、ふれあいひろばでは「なかよしハウス」が 3 月 24 日（土）にオープ

ンします。また、冬期は室内で越冬していたリクガメたちも4月中にはふれあいひろばに帰ってきます。

もよお もの

えっとう

なかよしハウスではモルモットのふれあいや
オカメインコの手乗り体験も行なっています。

4月中にはふれあいひろばに帰ってきます。餌や
り体験なども行ないます。

小動物とのふれあいコーナーをは
じめ、動物園オリジナルの堆肥「育
てたい肥」の無料配布やクイズラ
リー、屋台村の開設など多彩な催
しを行っています。

近くにいるのに意外と知らない里山で暮らす動物たち。キツネ、
タヌキ、イノシシなどの足あとや、剥製などを通して、里山を守
ることについて考えてみて下さい。

たさい

はくせい

春のふれあいまつり春のふれあいまつり

春の特別展　フィールドサイン春の特別展　フィールドサイン
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12/5 京都市動物園よりグレビーシマウマ♀1搬入 1/27 ケヅメリクガメ産卵

12/6
富山市ファミリーパークよりスバールバルライチョウ♂
3羽、♀1羽搬入

1/29 スリカータ♀（チョロ）死亡

1月中 講師派遣1名 裏側探検2回 鳥類2羽 保護
12/7～8 日本動物園水族館両生類爬虫類会議参加（広島市）

2/1 中部ブロック飼育技術者研修会参加（犬山市）
12/11 カピバラ露天風呂温泉プレゼント

2/2～3 水族館技術者研究会参加（下関市）
12/14～1/14

干支展（タツノオトシゴ、ニホントカゲト、
インドシナウォータドラゴン展示） 2/5 プレーリードッグ（アン）死亡

12/15
越前松島水族館よりレッドテールキャットフィッシュ、
タイガーシャベルノーズキャットフィッシュ各1尾搬入

2/7～8 中部ブロック園館長会議参加（浜松市）

2/9 ワタボウシタマリン3頭出産 内1頭生存

12/22 ケープハイラックス♂（オウジ）死亡
2/11 ワタボウシタマリン 生存の仔死亡

12/25 プレーリードッグ1頭死亡
2/13～14 ライチョウ域外保全会議参加（東京都）

12月中
講師派遣1名 裏側探検 2回
鳥類8羽 哺乳類1頭 保護 2/17 佐渡市長来園

2/20～22 動物園教育事業参加型研修参加（長崎県）1/1 アカクビワラビー♀（アミダラ）死亡

2/24
国際ソロプチミスト金沢
40周年記念に電気カート1台寄贈

1/2～3 中学生以下入園無料

1/3 アベサンショウウオ産卵開始

2/26～28 チンパンジー飼育者研修会参加（岡山市）
1/7

日本産希少淡水魚 全国一斉展示
ホトケドジョウ展示開始

2月中
講派遣師5名 裏側探検1回
レクチャー1件 鳥類8羽 哺乳類3頭 保護1/15 年賀状表彰式 年賀状展～2/13
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