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表紙のことば

オニオオハシ
　オニオオハシのマリリン（メス）は南米の

森の展示室の中で自由に飛び回っている鳥で

す。大きな黄色いクチバシが特
とくちょう

徴で、クリッ

とした目も愛
あい

嬌
きょう

があり、なかなかの人気者で

す。普
ふ

段
だん

は天
てん

井
じょう

近くに止まっていますが、ガ

イドの時にはこんなに近くまで降りてくるこ

ともあり、じっくり見られるチャンスも、日

によって、運がよければ、たまにあります。

まるでチャンスがないような書きぶりになっ

てしまいますが、こればかりは鳥のご機
き

嫌
げん

し

だいなので、どうかご理解くださいね。

　そして、もしあなたが運のよい人だったな

ら、ぜひオニオオハシのブルーのアイリング

と黒いつぶらな瞳
ひとみ

にアイコンタクトしてみま

しょう。なんとも不思議なほっこりした気分

になりますよ。

� （写真　濱野沙織、文　竹田伸一）



　

目
次

表紙のことば

動物園百景

アジアゾウの風景  ̶̶̶̶ １

特集

グラフ

動物園冬のアルバムから ̶̶̶̶ ６

ユキヒョウ 坂牧朝仁 ̶̶̶̶ ８

動物園とぴっくす

総務課のお仕事 北瀬和憲 ̶̶̶̶ 11

行事案内、お知らせ、編集後記 12

動物園スクラップブック 14

大きくなった子どもたち 各担当者 ̶̶̶̶ ２
ワニとカメがやってきた 南都、野田 ̶̶̶̶ ４

動物園の住人たち

ソチオリンピックのマスコット

住人たちのエピソード

竹田伸一 ̶̶̶̶ ９

レッサーパンダのお見合い

ながぐつ日誌

卜部倫昭 ̶̶̶̶ 10

石ころ動物園 佐藤美樹 ̶̶̶̶ 11

ユリカモメの変身 水谷真紀子 ̶̶̶̶ 10

アジアゾウの風景

　アタシはサニー、34歳
さい

よ。動物園ではアタシが一番大きな動物みたい。大きくて恐
きょうりゅう

竜みたいって言う
子もいるけど、失礼しちゃうわ。アタシはナイーブなのよ。上空を飛ぶ飛行機やヘリコプターの音、車や
バイクの爆

ばくおん

音、みーんな大嫌
きら

い。もう一つ嫌いなもの、仲の良さそうな人間のカップルよ。今日も水をか
けてやったわ。オホホホホ。
　ところが最近ね、飼育の若い子がアタシをトレーニングするのよ。タイプじゃないけど、熱意があるか
ら付きあってあげてるの。そのうち皆

みな

さんにもご披
ひ

露
ろう

できるかもね。アタシもね、キツイだけの女じゃな
いのよ。知ってて。

キツイだけの女じゃないわ　知ってて?!
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　2011年から2013年にかけて、
いしかわ動物園で生まれた動物の
子どもたちの今を、それぞれの担
当者がご紹

しょう

介
かい

します。

グレビーシマウマの
ハッピー

　当園で初めて生まれたシマウマ
のハッピー（メス）も生後8ヶ月
が経ち順調に成長しています。母
親のホタルに守られていた頃

ころ

が懐
なつ

かしいです。いつでもホタルと
一
いっしょ

緒だったのに自由行動が増える
につれてホタルから離

はな

れて過ごす
時間が増えてきました。反対に、
授乳回数は減り今ではたまにしか
見られません。また、自己主張も
するようになりました。もう1頭
の大人メスのランディアがエサを
食べているハッピーのところに近
づいてくると、以前ならホタルが

間に入るか逃
に

げていまし
たが、最近では「私のエ
サよ！」と言わんばかり
に後ろ足で蹴

け

るふりをし
てランディアを追い払

はら

い
ます。大人にも負けない
強気なハッピーですが、
やっぱり子どもです。な
んだかんだホタルに甘

あま

え
ますし、見た目もたてが
みや体毛は大人に比べ柔

やわ

らかく毛も長いので、よ
く見ると幼さが残ってい
ます。まだ子どもですが、
これからの成長がとても
楽しみです。
�（アフリカの草原担当　小倉康武）

キリンのタツキ　

　生まれたときの身長は170㎝だ
ったタツキ（オス）、今では約

290㎝まで大きくなりま
した。そのせいか最近展
示場に出る前に、予備パ
ドックの中からタツキに
は届かない場所にあるエ
サ箱の方に行って、一度
首を伸

の

ばしてから展示場
に出て来るという行動を、
ほぼ毎朝しています。親
は届くので真似をしてい
るのかなと思って見てい
ます。
　1歳位の時はよくおっぱ
いを飲もうとお母さんの

お腹の方に顔を近づけていました
が、今では乳離

ばな

れしたのかよくエ
サを食べるようになり、おやつタ
イムがある時は親と一緒に近づい
てきます。でも、タツキにニンジ
ンを食べさせようとすると、お母
さんが取りに来て危ないので与

あた

え
られません。もらえないとわかる
と少し寂

さみ

しそうに離れていった
り、お母さんのたてがみをなめて
甘えていたりします。まだ体全体
も細く可愛らしいですが、お父さ
んより大きくなる事を願い成長を
見守っていきたいです。
�（アフリカの草原担当　小田桐�圭）

カリフォルニアアシカ
のビター

　カリフォルニアアシカの子ども
（オス）には、ビターという素敵

グレビーシマウマのハッピー（左）　2013年6月8日生

キリンのタツキ（手前）　2012年11月2日生
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な名前がつきました。生まれた時
は8㎏だった体重も今では24㎏ま
で増えて、約3倍の重さになりま
した。順調に魚を食べるようにな
り、トレーニングも始めています。
母親のショコラと一緒に行なうと
ショコラに対して、とても強気な
行動をとるビターですが、ショコ
ラと別々にトレーニングを行なう
と、怖

こわ

がって外へ出るのを嫌
いや

がり
ます。なんとも内弁

べんけい

慶な性格で
す。ショコラにちょっかいをかけ
ては、怒

おこ

られてやられたふりをし
たり、おっぱいをねだる時はショ
コラの様子を伺

うかが

いながら、そーっ
と近づいてご機

き

嫌
げん

をとったりと、
体は大きくなってきても、中身は
まだまだ幼いようです。夜間は寒
いこともあってか、ショコラとま
んじゅうのように重なって寝

ね

てい
る可愛らしい姿も見られます。た
だ、大きくなっているビターがシ

ョコラに乗っている姿を見る度、
重そうだなぁと思わずにはいられ
ません。
（アシカ・アザラシたちのうみ担当
� 　横川友恵）

サルの子どもたち

　サルたちの森では現在、3頭の
子どもたちを見ることができま
す。早速、サルたちの森の入り口
側から順番に紹介します。
　1頭目はリスザルのマロ（2011
年8月5日生、オス）。群れの中で
一番活発なので、一目で分かると
思います。リスザルは性成熟をす
るのが3才ですので、実は今年、
新しい同世代の若いメス2頭とお
見合いを計画しています。
　次は、ブラッザモンキーのジュ
ンコ（2012年11月27日生、メ
ス）。まだ時々オッパイを飲んで

いますが、体の毛はもう大
人と同じ色になりました。
父親に甘える姿がとても可
愛いです。今年は兄弟が増
えるかも…。
　最後は、シロテテナガザ
ルのココ（2012年9月21
日生、オス）。テナガザル
の場合、子育ての期間が2
年間もあるので、まだオッ
パイを飲んでいる姿が見ら
れます。最近は母親から離
れ一人でいる時間が急に増
えました。お兄ちゃんとじ

ゃれたり、ロープを一生懸
けんめい

命渡
わた

っ
たりする姿についつい頑

がん

張
ば

れと声
かけをしたくなります。
� （サルたちの森担当　瀧本　薫）

カリフォルニアアシカのビター（左）　2013年7月25日生 シロテテナガザルのココ（手前）

コモンリスザルのマロ

ブラッザモンキーのジュンコ（手前）
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　ガイドの最後や作業中に園内で
お客様に「どこにいますか？」と
尋
たず

ねられ、「あー、いしかわ動物
園にはいないのですよ」と、申し
訳ない気持ちでお答えしていた動
物トップ3はオオカミ、クマ、ワ
ニです（編集部調べ）。動物園で
見られる定番動物でありながら、
これまでいしかわ動物園で見られ
なかったワニと、いると思われて
いたけれども実はいなかったゾウ
ガメが来園したので、続けて 紹

しょう

介
かい

します。

コビトカイマンは
どんなワニ

　みなさんはワニと聞いて、どう
いったイメージが頭に浮

う

かびます
か。きっとほとんどの方が、大き
な口で獲

え

物
もの

にかみつく、体が大き
くてどう猛

もう

な姿を思い浮かべるの
ではないでしょうか。でも今回い
しかわ動物園にやってきたワニ

は、ちょっとイメージとは違
ちが

います。
　いしかわ動物園にやってき
たワニの種類はコビトカイマ
ン。その名の通り小さな体が
特
とく

徴
ちょう

（ワニの仲間では最も
小さな種）で、夜に活動する
ことの多い、比

ひ

較
かく

的
てき

大人しい
ワニです。コビトカイマンの
全長は約110cm、なんと小
学一年生の平均身長よりも小
さいのです。この小さなワニを迎

むか

えるに当たり、実はいろいろ苦労
がありました。

ワニを飼うための苦労

　まずはコビトカイマンという種
についての情報収集です。図

ず

鑑
かん

を
読んでいるだけでは分からないこ
とも多いので、静岡県の熱川バナ
ナワニ園で施

し

設
せつ

を見学させてもら
い、担当の方からたくさんのアド
バイスをいただきました。それと

同時に進めたのが、飼育施設の改
修工事です。今回は業者に頼

たよ

らず
自分たちの手で行おうということ
になり、田中舘主任に設計施

せ

工
こう

を
お願いしたのですが、床

ゆか

のコンク
リートの破

は

砕
さい

や塗
と

装
そう

などは大変苦
労されたそうです。またワニは全
種が特定動物に指定されているの
で、飼育許可の申

しん

請
せい

等の手続きも
必要でした。

新居の住み心地は

　そして2月18日、とうとうコビ
トカイマンがやって来ました。到

とう

着
ちゃく

後、あまりに動かない姿を見
て少し不安にもなりましたが、そ
の日の夜のうちにエサも食べたの
でほっとしました。その後もこち
らの様々な心配をよそに、のんび
りと池の中に浸

つ

かっているコビト
カイマン。ちょっと怖

こわ

いけど、ど
こか可愛げのあるその姿に毎日い
やされています。
� （南都慶介）

鋭
するど

い目つきで周囲をうかがう

小さくてもれっきとしたワニ
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ゾウガメ導入の
いきさつ

　ふれあい広場の入り口にリクガ
メが歩いているコーナーがありま
すが、昨年までそこにいたのはケ
ヅメリクガメです。ケヅメリクガ
メは最大甲

こう

長
ちょう

80cmになる大型の
リクガメですので、大変迫

はく

力
りょく

が
あります。お客様からは「乗れそ
うだね」「100年ぐらい生きてい
そうだね」といった感想をいただ
くことも多いのですが、一番頻

ひん

繁
ぱん

に聞こえてくるのは「ゾウガメだ
－」という歓

かんせい

声でした。そのたび
に「いや実はこれはゾウガメでは
なくて、ゾウガメはもっと大きく
て黒いカメでして…」と延々と臨
時カメガイドが始まることもあり
ました。そしてガイドの最後には
「大きなゾウガメが見たいという
お客様の声が園長や県知事に届く
ときっと見られるようになります
のでご協力を」と冗

じょう

談
だん

半分にお伝
えしていました。

ついにゾウガメが
やってきた

　多くのお客様より頂いた「ゾウ
ガメが見たい」という声のおかげ
で、2月9日、ついにのとじま水
族館で飼育されていたゾウガメ2
頭がいしかわ動物園にやってきま
した。今回来たのはアルダブラゾ

ウガメというインド洋
の島に生息しているゾ
ウガメです。ダーウィ
ンが発見したことで有
名なガラパゴスゾウガ
メとは近

きん

縁
えん

ではないよ
うですが、似たような
環
かん

境
きょう

で暮らしているためか見た
目はそっくりです。
　新しく来たゾウガメたちはまだ
甲長50cm程で16歳

さい

の若いカメ
ですが、ゾウガメは最大甲長
120cmで250年の長

ちょう

寿
じゅ

記録をも
っている、まさにリクガメの王様
です。まだ日が浅いので機

き

嫌
げん

をう
かがいながら世話をしています
が、ケヅメリクガメとは比べもの
にならない食欲に驚

おどろ

いています。
たくさん食べて大きくなり、いし
かわ動物園のこれからの未来を見
続けて、100周年、200周年のと
きに「開園の頃に生まれたゾウガ
メ」として愛されていって欲しい

と思っています。
　熱帯に暮らす彼

かれ

らは日本のカメ
のように冬

とうみん

眠することがないの
で、冬の間外で過ごすことができ
ません。残念ながら現在は5月の
連休頃

ころ

から10月中
ちゅうじゅん

旬までの暖か
い時期しかゾウガメを展示できな
いので、これまた多くのお客様よ
り「冬もゾウガメやリクガメを見
られる施設」のご要望を頂ければ、
カメ舎ができて、いつ来ていただ
いてもゾウガメが餌

えさ

をもりもり食
べている魅

み

力
りょく

的
てき

な姿を味わって
いただく事ができるぞ、とわくわ
くしています。
� （野田英樹）

ケヅメリクガメも迫力満点

ゾウガメはリクガメの王様
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グラフ

2014年の年賀状展、最優
ゆう

秀
しゅう

賞は深谷久美子
さんのコビトカバを描

か

いた年賀状でした。

2012年暮れ、北陸新幹線の金
かな

沢
ざわ

開業をPRする、石川県の公式ゆ
るキャラ「ひゃくまんさん」が
ふれあいひろばを訪問。子ども
たちと一

いっ

緒
しょ

にカピバラ湯を見学
して盛りあがりました。

お正月のお供えモチにちなんで、白菜、リンゴ、ミカンで作った
お供えを与

あた

えました。

動物園冬のアルバムから
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2月2日の発見動物園のテーマは「アートな
どうぶつたち」。みんなで作ったレッサーパ
ンダのアニマルカードです。

2月9日の動物園工
こう

房
ぼう

は「レッサーパンダになろう」。
フェイスペイントでかわいいレッサーパンダに変身
しました。

冬の人気コーナー、ペンギンのお散歩タイム。
人に馴

な

れたペンギンたちが目の前までやって来
てくれました。

冬は元気いっぱいのレッサーパンダ。石川での
初めての冬に、アクア♂も、雪の積もった放飼
場を駆

か

け回って遊んでいました。
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動物園の住人たち
シリーズ

　ネコたちの谷担当　坂牧朝仁

　2013年3月8日、ネコたちの谷
に仲間入りしたオスのユキヒョウ
「スカイ」は、2011年5月25日
に東京都多

た ま

摩動物公園で2頭のメ
スの姉妹と共に生まれました。性
格はなかなかの頑

がん

固
こ

者でかなりの
慎
しん

重
ちょう

派、そして食いしん坊
ぼう

。い
しかわ動物園にやって来た時の体
重は31kg。現在の正確な体重は
わかりませんが少し大きくなった
ような気がします。一日の食事量
は、約1kgの馬肉（もも肉）と
350gの鶏

けいとう

頭と鶏
にわとり

レバーが1つと
時々ヒヨコ1羽で、週に一日だけ
健康維

い じ

持のため絶食日を設けてい
ます。
　さて、スカイが石川県民になり
1年が経ち、5月には3歳

さい

になりま
す。動物園でネコ科の動物といえ
ば迫

はく

力
りょく

のある百
ひゃく

獣
じゅう

の王ライオン
やトラが人気でしたが、今ではそ
のライオンをしのぐほどの人気者
です。

　その理由は…愛くるしい表情と
太く長いしっぽ。一

いっぱん

般的に知られ
ている茶色と黒のヒョウ柄

がら

とは違
ちが

う特
とく

徴
ちょう

的な白黒の毛色で全身フ
サフサに覆

おお

われて、まるでぬいぐ
るみのよう。お客様もついついス
カイの前で足を止める時間が長く
なってしまうようです。
　ユキヒョウは、寒さに適したヒ
ョウの仲間です。野生では標高の
高い山

さんがく

岳地帯に生息していて、夏
は標高2700m〜6000m（富士
山よりも高い!）で過ごし、冬に
なると獲

え

物
もの

である鳥類やウサギな
どの小動物を追って標高1800m
以下の森林に移り住みます。寒い
場所で生活するため、体の毛は長
く全身に密に生え、雪の上で滑

すべ

ら
ないように足の裏も毛のクッショ
ンで覆われています。さらに、太
く長いしっぽは急な斜

しゃめん

面を移動す
るときにバランスをとるのに役立
ちます。
　そんな寒さに強いユキヒョウで
すが、東京生まれのスカイにとっ
て雪深い北陸の冬は、
今年が初体験です。雪
が積もった朝、寝

しんしつ

室の
扉
とびら

を開けるといつもの
ように足早にシュート
（動物専用通路）を駆

か

け抜
ぬ

け、若干不思議そ
うな顔をしつつも雪の
中へ。さすがユキヒョ
ウです。雪に足を取ら
れることなく、雪の冷

たさも気にせず、スカイ用にリニ
ューアルしたのぼり木を駆け上る
姿は生き生きとした躍

やくどう

動感があり
ます。いつもの定位置である地上
3、5mのガラストンネルの上で
辺り一面白銀の世界を確認してい
る「スカイ」の姿は雪景色が大変
似合っています。
　スカイがやって来るまでのネコ
たちの谷では、ライオンなどは寒
さがにがてなので、どうしても冬
は床

ゆか

暖や遠赤外線暖
だんぼう

房のある屋内
展示場がメインになっていまし
た。しかし、寒さに強いユキヒョ
ウのスカイが仲間に加わったこと
で冬のネコたちの谷の楽しみの幅

はば

が広がりました。
　これからはだんだんと暖かくな
り、夏に向かうにつれ、暑さの苦
手なスカイの居場所は屋外展示場
からクーラーのきいた屋内展示場
へと変わっていきます。さて、石
川県で過ごす2年目のスカイは、
どんな表情や動きを見せてくれる
でしょうか。

ユキヒョウ

雪の積もった屋外展示場で、笑ったように
舌を見せた。

寝室から出ると、木に登ってガラストンネルの上に行く。
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　編集部　竹田伸一
　今年2月に開

かいさい

催されたソチオリ
ンピック、各競技の感動はまだ記

き

憶
おく

に新しいところですが、このオ
リンピックの公式マスコットはホ
ッキョクグマ、ユキヒョウ、ノウ
サギの3頭でした。これらのマス
コットは2011年2月にロシアの
テレビ番組で投票によって選ばれ
たもので、JOC（日本オリンピ
ック委員会）のホームページでも
紹
しょう

介
かい

されています。今回はこの
中から、いしかわ動物園でも飼育
されているユキヒョウを紹介した
いと思います。
　JOCのホームページによると、
マスコットのユキヒョウは、ソチ
に近いコーカサス（ロシア語では
カフカス）山脈の最

さいこうほう

高峰にある巨
きょ

大
だい

な木の上に住む救助隊員であ
り、登山家。また経験豊富なスノ
ーボーダーでもあり、たくさんの
友達にスノーボードを教えている
らしい。陽気な性格の彼

かれ

は、仲間
と過ごし、ダンスに行くのが大好
き。と言うふうに解説され
ています。
　このようにロシアでも人
気のユキヒョウは、100年
ほど前までは、ソチの東に
そびえるカフカス山脈にも
生息していました。しかし
密
みつ

猟
りょう

などが原因で数を減ら
し、20世紀中頃

ごろ

には絶
ぜつ

滅
めつ

し
てしまい、現在ロシアでは
モンゴル国境のアルタイ山
脈にわずかに生き残ってい

るだけになりました。そんな中で
ロシアはソチ五輪の準備の中で、
かつてカフカス山脈のシンボルだ
ったユキヒョウをマスコットに取
り上げ、オリンピックと環

かん

境
きょう

保
護の理念を集約させることをねら
いました。
　ところがアメリカの科学雑誌に
よると、ある時期からマスコット
は「ユキヒョウ」から「ヒョウ」
という、ユキヒョウを含

ふく

むヒョウ
類の総

そう

称
しょう

に変わってしまいまし
た。実際に開会式や閉会式に登場
した巨大なマスコットは茶色いヒ
ョウで、とてもユキヒョウには見
えませんでした。ところが競技場
付近でテレビに映る等身大の着ぐ
るみは白いユキヒョウのまま。こ
の変

へん

更
こう

はロシアでは受け入れられ
ているようですが、日本では情報
が混乱して、あちこちの報道で誤
訳が見られました。
　現在ソチでは、かつてカフカス
地方に生息していたヒョウの亜

あ

種
しゅ

、ペルシャヒョウの復活作戦が
進み、野生復帰も目前と言うこと
です。トラやオオカミなどの野生
復帰には人への被害を心配する声
も多いのですが、プーチン大統領
はソチ郊

こう

外
がい

の繁
はん

殖
しょく

センターを訪
れ、自ら野生復帰候補のヒョウの
頭をなでて安全性と復帰の意義を
アピールしたとか。大統領も認め
る大きな科学プロジェクトのよう
です。
　「あれれ、ユキヒョウはどうな
った」と言いたいところですが、
成果の出た方にちゃっかり変更し
てしまったのではないでしょう
か。茶色のヒョウがユキヒョウと
紹介されてしまったのは残念でし
たが、オリンピックを機会に、ペ
ルシャヒョウのような希少な野生
動物の復活が計画されたのは、た
いへん喜ばしいことでした。今後
の開催国もこれにならってくれた
ら、うれしいことですね。

ソチオリンピックのマスコット

公式マスコットだったユキヒョウ いつのまにかマスコットになったヒョウ

住人たちのエピソード
シリーズ
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　昨年の秋にいしかわ動物園にや
ってきたアクアとアヤメは最初、
屋外と屋内の展示場で別々に展示
しながら網

あみ

越
ご

しにお見合いをさせ
ていました。始めはお互

たが

い網越し
に威

い

嚇
かく

していましたが1〜2日経つ
と威嚇もしなくなりました。それ
どころかアクアがアヤメに向かっ
て「キュルルル」とよく鳴くよう
になったのです。アヤメもアクア
を気にして網を引っかく行動が見
られるようになり、これは相性は
悪くはないなと思っていました。
　そして冬になりレッサーパンダ
にとって恋

こい

の季節になったので、

初めて2頭を一
いっ

緒
しょ

にさせてみ
ました。アクアはアヤメよ
り体が大きいのでケンカを
してアヤメにケガをさせな
いかと心配しながら見てい
ると、アヤメの方からアク
アに飛びかかりアクアは反

はん

撃
げき

もしないまま、「こりゃた
まらん」というように逃

に

げ
回っていました。どうやら
心配していたのとは違

ちが

ってアヤメ
の方が強かったようです。これで
は同居はうまくいかないかと思い
ましたが、しばらく同居を続けて
いるうちにケンカもしなくなり今

では、お食事ガイドの時は並んで
リンゴを食べるまで仲良くなりま
した。やれやれ、これで一安心。
次は二世誕生を期待しているか
ら、頼

たの

むぞ！アクアとアヤメ。

　「水鳥たちの池」にいる鳥の中
でも体が小さく、いつも隅

すみ

の木の
下にいる2羽のユリカモメ。頭部
は黒褐

かっ

色
しょく

、足とくちばしが赤で、

体色は白とグレー。絵心の
無い私にでも何とか書き表
せる程にマンガチックで特

とく

徴
ちょう

的な姿の鳥たち。実は、
この姿は夏の姿で、今は頭
部が白い冬の姿。夏の姿と
比べるとまるで別人（鳥）
なのです。
　「頭頂部から白くなって
いくのでは？」という私の
予想はハズレ。実際はくち

ばしに近い所からジワジワと白く
なり冬の姿へと変身します。今は
ちょうど夏の姿へと変身中。「じ
ゃあ今度もくちばしに近い所から

黒っぽくなっていくのでは？」と
観察していましたが、これまた大
ハズレ、逆方向の後頭部から黒い
部分が増えていくのです。
　ユリカモメは日本には冬に渡

わた

っ
てくる「冬鳥」なので、一般の方
が夏の姿を見る事はあまりないで
しょう。水鳥たちの池ではどちら
かと言えば目立たない鳥たちです
が、今の時期からの変身の様子は
なかなか観察する事が出来ない貴
重な姿。鳥担当になって初めてこ
の変身に立ち会っているので、少
しの変化にも驚

おどろ

き、感心する日々
です。

　小動物プロムナード担当　卜部倫昭

　バードストリート担当　水谷真紀子

レッサーパンダのお見合い

ユリカモメの変身

ながぐつ日誌

ながぐつ日誌

シリーズ

シリーズ

お見合い成功か

夏はガングロに
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　今回いしかわ動物園のいろいろ
な仕事の中の総務課をお話ししま
す。
　動物園の総務課は主に、入園料
をもらうお仕事や、動物のエサや
運営に必要ないろいろな物、修理
などにかかる費用の支

し

払
はら

い、働い
ている人のお給料などお金に関わ
るお仕事。
　次に、来園される方に安全、快
適に見てもらうための管理、たと
えば動物を健康に安全（脱

だっ

走
そう

しな
いように）に飼育できるよう飼育
の機械（たとえばエアコンやボイ
ラー）や建物などを修理したりす

る管理のお仕事。来園者
の方に気持ち良く回って
いただくための園内を掃

そう

除
じ

するお仕事など、様々
な普

ふ

段
だん

あまり見えないお
仕事が多くあります。普
段私はみなさんにお会い
することがない事務所
で、パソコンに向かって
運営に必要なお金に関わ
る仕事をしています。
　ただ、動物園にお電話いただい
た時には明るく元気にでています
ので、もしお電話する機会があり
ましたら私が応対しているかもし

れませんね。
　最後になりますが、いしかわ動
物園の職員全員がみなさまのご来
園をキリンのように首を長くして
お待ちしています。

　「石ころ動物園やってみるか」
園長から声をかけられたのは昨年
12月の事でした。内容を聞き、2
つ返事で「やりたいです」と答え
たのはいいもののその時点で決ま
っていた内容は3つ。1つめ、石

ころに動物の絵を描
か

くというこ
と。2つめ、展示は『アシカアザ
ラシたちのうみ』から『サルたち
の森』に続くスロープの斜

しゃ

面
めん

で行
うこと。3つめ、開園は雪解けの
春ということのみでした。何から

手を付けていいのか途
と

方
ほう

に
暮れている私に、数日後「石
ころ動物園手伝うよ。どう
すればいい」と、園長から話
を聞いた他の職員が次々と
声をかけてくれました。
各々に仕事の合間をみて下
描きをし、アクリル絵の具で
色をつけ、最後にクリアスプ

レーで加工すれば完成です。
　いざ絵を描いてみるといろいろ
な発見がありました。「アシカの
おでこって出っぱってるな」「オ
ニオオハシの足は水色なんだな」
「シマウマのしま模様はアートだ」
などなど。
　日に日に数が増え、ポツンとあ
った完成品が群れになっていく様
子を見ていると自然に顔がにんま
りしていました。30体以上の個
性的な動物が集まり、いしころ動
物園がいよいよ開園です。1人で
も多くのお客様に楽しんでいただ
ければうれしく思います。

　総務課　北瀬和憲

　動物学習センター　佐藤美樹

総務課のお仕事

石ころ動物園

動物園とぴっくす

動物園とぴっくす

シリーズ

シリーズ

石ころ動物のほんの一部の動物たち

お仕事中の私
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２０１4　春　Vol.15-1

Vol.15-1
春2014

12/4 〜 5 中部ブロック飼育技術者研究会参加（伊東市）

12/7
第 2回アベサンショウウオネットワーク会議参
加（越前市）
カピバラ露天の湯オープン

12/11〜 1/13 干支展 ｢午｣

12/11 〜 12 中部ブロック獣医師研究会参加（名古屋市）

12/13 マーラ♀（ガード）死亡

12/14 ウサギ♂１頭♀１頭、モルモット♂１頭♀１頭
搬入

12/22
冬至イベント（チンパンジーにカボチャ、カピ
バラに柚子湯とカボチャプレゼント）
オシドリ♂１羽死亡

12/27 ホオアカトキ♀１羽死亡

12月中 裏側探検 1回　レクチャー 1回　動物園工房 1回　
講師派遣 1回鳥類　5羽哺乳類　2頭　保護

1/9 合格応援しおり配布

1/10 モルモット 1頭死亡

1/15 〜 2/11 年賀状展

1/16 年賀状展表彰式

1/16 ノスリ展示開始

1/16 佐渡トキ保護センターへトキ 2羽搬出

1/17 佐渡トキ保護センターよりトキ 2羽搬入（AW
ペア）

1/17 ライチョウ域外保全会議参加（環境省）

1/18 〜 20 ペンギン会議参加（江戸川区）

1/19 ハヤブサ♀ 1羽死亡

1/25 アベサンショウウオ産卵始まる

1/31 ホオアカトキ♂ 1羽死亡

1月中 裏側探検 1回　動物園工房 1回　鳥類　5羽　
哺乳類　1頭　保護

2/8 アシカ命名式（ビター）

2/8 バレンタインデー特別プレゼント（４日間限定）

2/9 のとじま水族館よりアルダブラゾウガメ 2頭、
ケヅメリクガメ 1頭搬入

2/10 動物愛護管理推進計画検討委員会参加（金沢市）

2/13 〜 3/10 ふりかえり展

2/18 〜 20 第 61 回動物園技術者研究会参加（豊橋市）

2/18 コビトカイマン搬入

2/19 〜 20 トキ野生復帰検討会参加（佐渡市）

2/24 コロンビアレンボーボア♂ 1死亡

2/24 〜 25 ライチョウ会議参加（大町市）

2月中 裏側探検 3回　動物園工房 1回　鳥類　7羽哺
乳類　2頭　保護


