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表紙のことば

ホオアカトキ
　今回の写真は、私が鳥の担当になり、まだ
いくらか余

よ

裕
ゆう

のあった頃
ころ

に撮
と

ったものです。
夕方になると西日が差しこみ一時だけこのよ
うに見えることに気が付いて、家から800㎜
の望遠レンズを持ってきて閉園後に撮りまし
た。最近では忙

いそが

しくてとてもそんなことをし
ているヒマはありません。忙しくなったのは
ライチョウの飼育が始まったからです。減少
している日本のライチョウを飼育下で増やす
ため、ノルウェー産の亜

あ

種
しゅ

を飼育していろい
ろなことを調べています。これがなかなか大
変なのです。実はホオアカトキも世界的な希
少種で野生では数が少なくなり、動物園など
で増やしています。動物園では順調に増えて
今のところ絶

ぜつ

滅
めつ

の恐
おそ

れはないそうです。早く
ライチョウもそうなると良いのですが。あま
りこのような鳥が増えないで欲しいもので
す。　
� （写真、文　田島一仁）



　

目
次

表紙のことば

動物園百景

オランウータン、開園頃の風景  ̶̶̶̶ １

特集

グラフ

動物園15年のアルバムから ̶̶̶̶ ６

キエリボウシインコ、アオボウシインコ 橋本竜毅 ̶̶̶̶ ８

動物園とぴっくす

開園15周年イベント 山本邦彦 ̶̶̶̶ 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

レッサーパンダ、サルたちの森のベビーラッシュ 卜部倫昭 ̶̶̶̶ ２
カリフォルニアアシカの誤飲事故と治療 市保友恵、北川和也 ̶̶̶̶ ４

動物園の住人たち

大型インコの幸せを求めて

住人たちのエピソード

野田英樹 ̶̶̶̶ ９

トキの夫婦げんかをおさめる試み

ながぐつ日誌

竹田伸一 ̶̶̶̶ 10

ナイトズーのライトアップ 打田雅敏 ̶̶̶̶ 11

オランウータン、開園頃の風景

　幼なじみの2頭はとても仲がよかった。マレーシアの保護施
し

設
せつ

からやって来た2頭は、仲むつまじい夫婦
になると誰もが期待した。しかし現実はそう簡単ではない。ブロトスはハードボイルドで、あまり結

けっ

婚
こん

に
は興味を示さない。あれから15年ヤキモキしているのはまわりの人間ばかりである。

ブロトス♂右とドーネ♀左

「ねぇ、結婚って考えたことないの」
「あるさ、でも考えるのとするのとは違うんだ」
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　平成26年の6月から7月にかけ
てサルたちの森、小動物プロムナ
ードではベビーラッシュが続きま
した。6月15日にはワオキツネザ
ルの赤ちゃんが誕生し、7月10日
にはブラッザモンキーの赤ちゃん
が、そして翌日の11日にはレッ
サーパンダとコモンリスザルの赤
ちゃんも誕生しました。

初めはワオキツネザル

　ベビーラッシュはワオキツネザ
ルから始まりました。主担当者と
5月の 中

ちゅう

旬
じゅん

からメスのブランチ
ェのお腹が大きくいつ生まれても
おかしくないと話をしており5月
中には生まれるだろうと予想して
いました。けれど、6月に入って
も出産しなかったのでおかしいな
あと焦

あせ

りが出てきていました。6

月15日の朝もまだ出産し
ていなかったのですが、11
時前に掃

そう

除
じ

をしている最
中、その瞬

しゅん

間
かん

は突
とつ

然
ぜん

訪れま
した。ブランチェの動きが
やたらと鈍

にぶ

く動きたがらな
いので、もしやと思いなが
らも作業をし、観察してい
るといきなり黒い 塊

かたまり

が見
え始め驚

おどろ

きました。通常は
夜から朝方の人気のない時
間帯に出産するケースが多
いので、まさか作業をして
いる騒

さわ

がしい時に目の前で
出産するとは思いもよりま
せんでした。幸いブランチェはあ
まり神経質にならずしっかりと赤
ちゃんを抱

だ

いて授乳もしていたの
で主担当者に連

れん

絡
らく

をして静かに見
守ることにしました。

ブラッザモンキーも出産

　そして7月10日にブラッザモン
キーのメス、ユミが第二仔を出産
しました。その日、自分は休みだ
ったのですが担当者からすぐ連絡
が入ったので安心しました。ユミ
は出産二回目ということもあり落
ち着いた様子でしたので、出産当
日から一

いっ

般
ぱん

公開しました。一番目
の子どものジュンコはお姉さんに
なりました。生まれた赤ちゃんが
気になってしょうがないのか、し
ょっちゅうユミが抱いている赤ち
ゃんをさわりに行ったり、かまっ

たりしてユミにあっちへ行けと追
い払

はら

われている様子が微
ほほ

笑
え

ましい
です。

レッサーパンダの予感

　ブラッザモンキーの赤ちゃんが
生まれたという連絡を受けた10
日は自分の主担当であるレッサー
パンダのアクア、アヤメのペアの
出産予定の週でもありました。休
みで家にいた自分はベビーラッシ
ュが続いているので、もしかした

ワオキツネザルの赤ちゃんミュー（メス）

レッサーパンダの赤ちゃん（監視カメラ映像）

ブラッザモンキーの赤ちゃんモモ（メス）
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ら明日レッサーパンダの赤ちゃん
も生まれていたりして…、と考え
ていました。
　野生のレッサーパンダは主に木
の洞

うろ

や岩の裂
さ

け目の洞
ほら

穴
あな

に巣を作
りそこで出産します。当園では寝

しん

室
しつ

に巣箱を設置して出産の準備を
していました。生まれた子供は約
2〜3カ月は巣穴から出てこない
ことが知られているので、今回は
巣箱に監

かん

視
し

カメラを取り付け出産
の様子や成長の様子を観察できる
ようにしていたのです。
　次の日（11日）出勤すると、
予想は見事に的中しました。モニ
ターを見るとアヤメが一

いっ

生
しょう

懸
けん

命
めい

に何かを舐
な

めているのです。よく
見るとお腹の下に白く動いている
2頭の赤ちゃんの姿が映っていた
のです。アクアとアヤメは昨年
10月に来園して3月に交

こう

尾
び

を確認

していましたが、本当に妊
にん

娠
しん

して
いるのか不安でした。だから、赤
ちゃんの姿を確認した時はとても
興奮し嬉

うれ

しかったのを覚えていま
す。なぜなら、当園にとって13
年ぶりの赤ちゃん誕生になるから
です。興奮冷めやらぬまま園長に
報告し、朝の見回りでリスザルの
寝室に入ると再び驚きが。

なんとリスザルまで

　なんと当園のコモンリスザルの
若いマロ（オス）のお嫁

よめ

さんとし
てとくしま動物園から来園したア
ケミの背中に赤ちゃんがしがみつ
いていたのです。実はアケミは来
園した時、既

すで

に妊
にん

娠
しん

していました。
いつ生まれるのかなと期待してい
たのですが、まさかアヤメと同じ
日に出産するとは。朝から二度驚
きと感動があり、その日はずっと
興奮が冷めないまま仕事をしてい
ました。
　アケミの子育ても順調で赤ちゃ
んは背中にしっかりとしがみつき
授乳している様子も確認できまし
た。同じ日に生まれたレッサーパ
ンダの双

ふた

子
ご

の赤ちゃんもアヤメが
授乳し、グルーミング（毛づくろ
い）をしている様子をモニターで
確認したので、色々と心配はあり
ますが、アヤメもアケミも初産に
してはしっかりと子育てに励

はげ

んで
いたのできっといいお母さんにな
ると感じました。

赤ちゃんたちは今

　この原
げん

稿
こう

を書いている9月に
は、サル達の赤ちゃんはよく母親
から離

はな

れて一人遊びをしたり、親
と同じエサを食べたりするように
なってきました。周りのサル達か
らもかわいがられてすくすくと育
っています。レッサーパンダの双
子の赤ちゃんは生まれた時は推定
体重100〜130gだったのが、生
後10日 で2頭 と も 約330gに 増
え、8月24日に測った時は2頭と
も約950gまで成長していまし
た。まだ巣箱から顔を出すくらい
ですが、目もしっかりと開いてお
り、毛の色も親と同じような色に
なってきました。この号が出る頃

ころ

には赤ちゃん達も母親の後を追っ
て自分で歩いて室内展示場に出て
きて2頭でじゃれあっている姿が
見られるかもしれません。
　ここまで自分の担当動物でベビ
ーラッシュが続いたのは経験上初
めてのことです。一度にこんなに
赤ちゃんを見られる機会は滅

めっ

多
た

に
ありませんので、ぜひかわいらし
い姿を見にいらしてください。コモンリスザルの赤ちゃんナルト（オス）

巣箱のレッサーパンダの赤ちゃん
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　昨年生まれたカリフォルニアア
シカのビターは、冬の間室内でト
レーニングを行なってきました。
エサをしっかり食べるようにな
り、トレーニングも落ち着いてで
きるようになってきたので、春か
ら屋外展示プールでの公開を始め
ました。お母さんのショコラと広
いプールをよく一

いっ

緒
しょ

に泳ぎ回り、
お父さんのクーとも時々一緒にく
っついて遊んでいました。好

こう

奇
き

心
しん

旺
おう

盛
せい

なビターはとっても遊び好き
で、泡

あわ

を出して遊んだり、擬
ぎ

岩
がん

の
上へ登ったり、床

ゆか

を滑
すべ

っては水を
チュパチュパ吸うなど、それはも
う色々な遊びを見つけては動き回
っていました。

石を飲み込んだ

　４月の初
しょ

旬
じゅん

からは石をくわえ
て遊んでいる姿もよく見られるよ
うになりました。石を投げたり、
プールへ石を沈

しず

めては拾いまた上
から落としたり。ある時は大きめ
の石が3つ陸へ運ばれていること

もありました。そのような姿を見
ながら私たちは微

ほほ

笑
え

ましく思って
いたのですが、その後ビターがエ
サを食べない日が続くようになり
ました。なぜ食べなくなったのか
分からずに、ビターの食べること
のできる大きさのエサを与

あた

えなが
ら様子を見ていると、5月30日に
突
とつ

然
ぜん

石を5個吐
は

き出しました。石
は 大 き い も の で2cm×1.5cm、
重量は6gありました。どうやら
遊んでいるうちに、石を 誤

あやま

って
飲み込

こ

んでしまったようです。事
態の重大さから石の投げ込みをし
ないように注意する掲

けい

示
じ

板
ばん

を2カ
所に設置しました。掲示板には吐
き出した石や投げ込まれた石も展
示して、お食事ガイドの時にも協
力を呼びかけました。

検査と治療法の検討

　ビターの体調が回復せず体重も
減ってきていたため、6月16日に
X線検査を行いました。ビターを
撮
さつ

影
えい

したレントゲン写真を見てみ
ると、胃の中に石と思われる影

かげ

が
5〜6個見つかりました。今まで
にビターは石を吐き出せているの
で、残りの石も何とか吐き出すこ
とができるかもしれません。また
消化管というものは意外に伸

の

び縮
みするもので、もし異物が胃を通
り過ぎてしまったとしても、ある
程度の大きさならばフンといっし
ょに出てきます。しかしビターの
辛
つら

い思いをして吐き出そうとして
いる姿や、小腸に石がつまって苦
しんでいる姿を想像すると、早くビターが飲み込んだ石（X線画像）

内視鏡手術
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何とかしてあげなければとも思い
ました。

内視鏡手術で取る

　そしていろいろと考えた結果、
ビターに全身麻

ま

酔
すい

をかけてぐっす
りと眠

ねむ

らせてから、内視鏡を胃の
中まで入れて、鉗

かん

子
し

を使って石を
取り出す手術をすることにしたの
です。
　初めての手術ではありました
が、3人の獣医師が力を合わせて、
胃の中から2個の石を取り出すこ
とに成功しました。はじめの１個
は吐き出すのが困難と思われる角
のとがったやや大きめの石で、2
個目はそれほど大きくもないもの
でした。
　しかし麻酔時間が少々長くなっ
たこともあり、小さなビターの体
力のことを考えて手術を 終

しゅう

了
りょう

し
ました。胃に残った石はとても小
さなもので、今後の生活にほとん
ど影

えい

響
きょう

のないものであり、いつ
かフンといっしょに出てくるもの
と考えています。

観覧通路を
閉鎖する

　今後またビターが石を飲み込ん
でしまわないように、動物の負担
軽減を考えて観覧通路を一部閉鎖
しました。閉鎖した通路には掲示
板を設置して、なぜ閉鎖すること

になったのかをビターのレントゲ
ン写真とともに書きました。する
とたくさんの来園者の方が足を止
めて掲示板を読んでくださり、ビ
ターを心配する声や手紙も頂きま
した。
　観覧通路を閉鎖してからは今の
ところ石も入っておらず、ビター
も元気よくプールを泳いでいま
す。エサも安定して食べるように
なってきて、体重も少しずつ増え
てきました。トレーニングもたく
さんできるようになり、本当に元
気になって良かったと思います。

命を守る

　私たちにとってはちょっとした
ことでも、動物にとっては命に関
わる事故になりかねません。今回
のビターの事故を通して、命を守
ることの難しさを改めて感じまし
た。ビターに限らず、どの動物で
も同じようなことが起こる可能性
があります。
　動物の健康を守るためには、飼
育員だけでなく来園者の方にも協
力してもらい、動物の立場に立っ
て管理することがとても大切なの
です。動物の元気な姿を見て頂く
ためにも、今後はこのような事故
が起こらないよう心から願ってい
ます。

胃内から取り出した小石

元気になってトレーニングにはげむビター

通路の閉鎖
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グラフ

平成16年（2004年）ナイト
ズー開始。新しいイベントと
して夏の夜間開園を始めまし
た。全国的に話題になりつつ
あったナイト営業を先取りし
たものでした。

平成14年（2002年）ホクリクサ
ンショウウオの飼育下繁殖に日本
で初めて成功。動物園水族館協会
の繁殖賞を受賞しました。なお
2012年にはアベサンショウウオの
飼育下繁殖で、同じく繁殖賞を受
賞しています。

平成19年（2007年）ふれあいひろ
ばに「なかよしハウス」オープン。
それまでの小鳥ケージを改修し、動
物とのふれあい施設として再オープ
ンしました。以来、オカメインコや
モルモットとのふれあいが人気です。

動物園15年のアルバムから
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平成22年（2010年）トキの分散飼育
開始。国のトキ保護増殖事業に協力
し、佐渡から、2ペア4羽のトキを受け
入れました。以後は毎年繁殖に成功
し、今までに41羽が成育しています。

平成23年（2011年）カピバラ湯スタート。
ふれあいひろばのカピバラ展示場内に露天ぶ
ろを作り、冬でも外の展示場でカピバラを見
ることができるようにしました。今では人も
動物もほっこり温まる冬の名物となりました。

平成25年（2013年）ユキヒョウ飼育開始。
ネコたちの谷に新しくユキヒョウが仲間入り
しました。高山に住むため寒さに強く、冬の
動物園で人気を集めています。

平成24年（2012年）コビトカバの飼育開始。長
ちょう

寿
じゅ

カバ「デカ
ばあちゃん」の後継ぎとして、コビトカバのメスがオランダか
らやって来ました。翌年にはシンガポールからオスも来て、 将

しょう

来
らい

の2世誕
たん

生
じょう

が期待されています。
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動物園の住人たち
シリーズ

ふれあいひろば担当　橋本竜毅

キエリボウシインコ、アオボウシインコ

　緑色の体に黄色の襟
えり

、そして黄
色の帽

ぼう

子
し

の模様があるこの鳥の名
前はキエリボウシインコ（1978
生まれ、性別♂、体重610g）です。
そして緑色の体に青色の帽子の模
様があるこの鳥の名前はアオボウ
シインコ（推定1978生まれ、性
別♀、体重376g）です。お気づ
きかもしれませんが、このような
見た目からその名前が付いていま
す。
　キエリボウシインコは、メキシ
コからコスタリカにかけての太平
洋側に分布しているインコです。
アオボウシインコは、ブラジル北
西部、パラグアイ、アルゼンチン
北部に分布しているインコです。
住む地域は違

ちが

いますが、食性は似
ています。当園では食パン、乾

かん

パ
ン、オレンジ、リンゴ、バナナ、
ニンジン、ピーナッツ、ヒマワリ、
麻
あさ

の実をそれぞれに与
あた

えていま
す。中でも乾パンとピーナッツが
好きなようで最初に食べるのです
が、ニンジンはあまり好きではな

いようで翌日まで残っていること
が多いです。
　彼

かれ

らは賢
かしこ

くお喋
しゃべ

りが得意です。
当園のキエリボウシインコは「お
はよう」「こんにちは」「ばいばい」
を話します。特に午前中は頻

ひん

繁
ぱん

に
お喋りをしてお客様から人気を集
めています。このような習性から
ペットとして飼育されることの多
いインコです。来園されたお客様
の声を聞いていると、彼らは体が
大きいということからオウムと間
違われることが多々あります。体
の小さな種をインコ、体の大きな
種をオウムとして区別されている
お客様が多いですが、インコとオ
ウムの違いは体の大きさではあり
ません。
　インコとオウムの違いは冠

かん

羽
う

の
有無です。冠羽とは、頭頂部から
生えている長い羽のことです。こ
のことから、彼らには冠羽が存在
しないためインコということにな
ります。反対にインコと間違われ
てしまうことが多い種は、オカメ

インコです。体は小さ
く、さらに名前にイン
コと付くのですが、立
派な冠羽が存在するオ
ウムなのです。
　8月下

げ

旬
じゅん

、キエリボ
ウシインコとアオボウ
シインコの体重をこの
原
げん

稿
こう

に記
き

載
さい

するため測
定しました。キエリボ
ウシインコもアオボウ

シインコも人間に馴れていないた
め、捕

つか

まえようとするとケージ内
を飛び回ったり、暴れたりと彼ら
はなかなか体重測定を行わせてく
れませんでした。興奮状態の動物
と接することは動物も飼育員も怪

け

我
が

をする可能性があります。その
ため普

ふ

段
だん

から動物を適度に馴れさ
せておくことが大切です。
　現在、朝の給餌の際に乾パンや
ピーナッツを手

て

渡
わた

しで与えていま
す。そうすることにより 馴

じゅん

致
ち

、
食欲の有無の確認を行っていま
す。ある程度大きくなったインコ
を一から馴

な

らすのはとても難しい
ことですが、少しでも馴れてくれ
ると良いと思います。
　彼らの前を通る時は是

ぜ

非
ひ

、「お
はよう」「こんにちは」と声を掛

か

けてあげてください。特に午前中
は気分が乗っているのか、高確率
で言葉を返してくれますよ。

アオボウシインコ

キエリボウシインコ　
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住人たちのエピソード
シリーズ

　編集部　野田英樹

大型インコの幸せを求めて
　私が動物園で働き始めた今から
十年ほど前、現在のなかよしハウ
スはふれあい小鳥ケージという施

し

設
せつ

で、そこには小鳥とともに、キ
エリボウシインコが1羽だけ飼育
されていました。それとは別に、
非公開のバックヤードにはアオボ
ウシインコと、オウムのタイハク
オウムとオオバタンが、それぞれ
小さなカゴに入れられてコンクリ
ートの床

ゆか

に置かれていました。い
しかわ動物園には大型オウムの展
示場がないため、旧サニーランド
と野鳥園で飼育されていたこれら
の大型インコとオウムはまさに陽
の当たらない狭

せま

いカゴでひっそり
と暮らしていました。
　これではあんまりだと思い、飼
育環

かん

境
きょう

を改善することにしまし
た。アオボウシインコはケージ越

ご

しのお見合いを重ね、無事にキエ
リボウシインコと同居することが
出来ました。2羽とも当初は興奮
状態だったのですが、同属という
こともありすんなりと同居できた
と記

き

憶
おく

しています。ケージは少し
狭いですが、お客様や他個体との
接
せっ

触
しょく

は良い刺
し

激
げき

になります。た
まにケンカをすることもあります
が、たいていキエリボウシインコ
の貫

かん

録
ろく

勝ちで、アオボウシインコ
がギャーギャー騒

さわ

ぎ立てる程度の
ようです。そのような過去があ
り、今では2羽ともなかよしハウ
スで皆

みな

様
さま

に愛
あい

嬌
きょう

を振
ふ

りまき、お
しゃべりを楽しんでいます。

　他方、オウム2種は、展
示できる大型ケージがない
ので、思い切ってバックヤ
ードの広いケージで放し飼
いをしてみることにしまし
た。大型オウムはその頑

がん

丈
じょう

なくちばしで何でもかじっ
て粉々にしてしまう、まさ
に破

は

壊
かい

王です。非公開ケー
ジの金

かな

網
あみ

はオウムにかじら
れても問題のない強度があ
りましたが、ケージの壁

かべ

部
分は壊される恐

おそ

れがありました。
当時の飼育課長に相談したとこ
ろ、「壁を壊

こわ

されても直せばよい、
狭い所に閉じ込

こ

めていないでのび
のびと飼育してやりなさい」と、
快く承

しょう

諾
だく

していただけました。
　広い屋外ケージに出たタイハク
オウムとオオバタンは、見事に破
壊活動を始めました。心配してい
たケージの壁には、やはり2羽と
も立派な穴を開け、タイハクオウ
ムに至っては鉄骨がむき出しにな
るまで穴を開け、巣箱のように利
用し始めてしまったのです。さす
がに脱

だっ

出
しゅつ

の恐れがあるので、穴
の開いた部分は何度も補修しても
らい、今ではそう簡単にかじるこ
とができないようアクリルでガー
ドしています。
　タイハクオウムもオオバタンも
元は一般家庭でかわいがられてい
た愛

あい

玩
がん

鳥でした。ところが彼
かれ

らは
50年以上生きる 長

ちょう

寿
じゅ

動物です。
飼い主よりも飼い鳥が長生きする

ことが最近問題になっています。
オオバタンは飼い主から離

はな

れたス
トレスからか、羽引き症

しょう

になり、
ぼろぼろの姿になっていました。
オオバタンの晩年は、広々とした
ケージで隣

となり

のタイハクオウムと共
に平

へい

穏
おん

 な日々だったようですが、
残念ながら2009年に死亡しまし
た。今はタイハクオウムが1羽ひ
っそりと暮らしていますが、彼の
晩年が惨

みじ

めなことにならぬよう
に、飼育者は精

せい

一
いっ

杯
ぱい

努力し続けな
ければいけないな、と考えていま
す。

いまでは広々としたケージで暮らしています

オウムたちは狭い鳥かごに入れられて飼育されてい
ました
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ながぐつ日誌
シリーズ

　種の保全グループ　竹田伸一

トキの夫婦ゲンカをおさめる試み

　4月24日の朝、子育て中のトキ、
AUペアが突然ケンカをはじめま
した。「夫婦ゲンカは犬も食わな
い」と言うことわざがあるように、
これは黙って見ているしかないと
考えていました。実は去年も似た
ようなことがあったのです。
　しかしケンカはエスカレート、
オスが一方的にメスを激しくつつ
き、メスがケージのすみに逃げて
も追いかけてつつき続けるので
す。「これは夫婦間暴力（ドメス
ティック・バイオレンス）ではな
いか」。巣の中にはふ化したヒナ
が3羽、もうすぐふ化する卵が1
個あります。このままではヒナも
卵もあぶない。そう考えてオスを
捕まえて隣の部屋に移しました。
　ところが、ネットで仕切られた
隣の部屋からオスがメスをおどす
のです。すっかりおびえたメスは
巣に近寄らず、ヒナにエサも与え
ません。それでも午前中はメスを
信じて様子を見守りましたが、結

局メスは巣に戻ることはあ
りませんでした。しかたが
ないので、午後になってメ
スを捕まえオスと交代させ
ました。今度はうまくいき
ました。オスはヒナにエサ
を運び、卵も抱いて無事に
ふ化させたのです。
　もともとオスは子育てに
とても熱心で、暴力の原因
は子育ての主

しゅ

導
どう

権
けん

争いでは
ないかとスタッフは考えていまし
た。オスが卵を抱いたり、ヒナに
エサを与えたりしようとすると、
メスが露

ろ

骨
こつ

にじゃまをするので
す。まるで「あっち行ってて、子
育ては私にまかしてちょうだい」
と言わんばかりです。見ている方
がハラハラしたものですが、とう
とうオスが気持ちを爆発させてし
まったようでした。
　夫婦は一晩別

べっ

居
きょ

させ、次の日、
25日に再び同

どう

居
きょ

させることにし
ました。しかしメスを同居させた
とたん、またオスがつつき始めま
す。これではしょうがないとオス
を見えない部屋に移しまし
た。今度はオスの姿

すがた

が見え
ないからか、メスはヒナに
エサを運び始めました。し
かし1羽の親では4羽のヒ
ナは育てられず、なんとか
夫婦そろって子育てしても
らわなければなりません。
　考えた末、オスの翼の風

かざ

切
きり

り羽を4枚ずつ抜く事にしまし
た。こうすると飛ぶ力が少しだけ
弱くなります。今までより体力を
使う分、疲れて気持ちもなえるの
ではと考えたのです。この方法は
以前、ケンカばかりしていたエボ
シドリという鳥で行い、うまくケ
ンカを収

おさ

めた経験があります。テ
ープで羽をしばる方法も考えまし
たが、翼に違和感を持たれて子育
てがおろそかになってもいけない
と考え、単純に抜くことにしまし
た。風切り羽は抜いてもまた生え
てきますから後々の心配はいりま
せん。
　26日、翼の羽を抜かれたオス
はショックからか、飛ぶのに苦労
するからか、メスを追うことはな
くなり、暴力はぴたりと止みまし
た。そして午後には夫婦そろって
ヒナにエサを運び始め、子育てを
始めたのです。この羽抜きが本当
に効

き

いたかどうかはこれからも検
証する必要がありますが、今後の
鳥類飼育の参考になれば幸いと考
えています。

今はとても仲むつまじいAUペア

ヒナが3羽かえったところでケンガが始まった
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動物園とぴっくす

動物園とぴっくす

シリーズ

シリーズ

　動物学習センター　山本邦彦

　総務課管理係　打田雅敏

開園15周年イベント

ナイトズーのライトアップ

　いしかわ動物園は、平成26年
10月に開園15周年を迎

むか

えまし
た。思い起こせばあっという間の
15年間ですが、振

ふ

り返ってみる
ことも大切なことではないでしょ
うか。そんな意味をこめた写真展

「15周年メモリーアルバム」を園
内3つの獣

じゅう

舎
しゃ

で開
かい

催
さい

中です。フォ
トコンテストの作品や動物の赤ち
ゃん、懐かしいオランウータンの
写真などを集めてみました。また
動物園の正面ゲート入口横には、
大きな横断幕が設置されているこ
とにお気付きでしょうか。職員自

らがデザインした記念のロゴマー
クも素敵な仕上がりとなっていま
す。
　そして今回の15周年記念企

き

画
かく

のメインとなる「私のお気に入り
総選挙」も話題を呼びました。8
月1日から2カ月間にわたって行
った、園内すべての動物を対象と
した選挙は、特に夏休みの期間な
どは投票所の前にたくさんの入園
者が訪れてくました。そんな方々
を目にしながら、はたしてどんな
15種類の動物が選ばれるのか、
飼育を担当する職員たちも固

かた

唾
ず

を

飲んで見守っていました。こうし
た企画をすることで、職員はもち
ろんのこと、来園された方々にと
ってもこれまで以上に動物のこと
について、ゆっくりと考えてくれ
たことと思います。はたしてその
結果はどうなったのでしょうか。

　今年の夏は天候不順の日が続
き、夏らしい日があまりなかった
ように思います。恒

こう

例
れい

のナイトズ
ーも、 上

じょう

旬
じゅん

は台風の接近、 中
ちゅう

旬
じゅん

は大雨や 雷
かみなり

に見
み

舞
ま

われ、残念
な開

かい

催
さい

が続きました。
　さて、ナイトズーのライトアッ
プについて少しお話しします。ラ
イトアップの準備は7月下

げ

旬
じゅん

から
始まります。最初はLEDロープの
点灯試験です。断線していると、
その先は点灯しないので、不良個
所を切断して繋

つな

ぎ、末
まっ

端
たん

まで点灯
するかの確認です。100mの長さ
が不良個所を切断したら70mに

なることも、途
と

中
ちゅう

つぎはぎだら
け、これで来年使えるのか心配に
なります。正面 駐

ちゅう

車
しゃ

場
じょう

から入り
口ゲートまで、青色LED300m白
色LED150mを手すりにバンドで
固定し、通電点灯チェックをして
完
かん

了
りょう

です。
　まずお客様をお迎

むか

えするウエル
カムロードには青色LEDを設置し
て、幻

げん

想
そう

的
てき

な空間を演出し、園内
では約50灯の照明を使って、昼
間とはひと味違

ちが

った動物たちの生
態をご覧いただけるように照明を
配置してあります。特にオースト
ラリアの平原とアフリカの草原で

はオレンジ色の灯りを使い、広大
な大地をイメージした灯りとして
います。
　ナイトズーは毎年8月と9月中
旬の土日、10月上旬の連休に開
催されています（詳しくは動物園
HPをご覧ください）。夜の幻想的
な空間を体験してみませんか。　
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　2014年10月で開園15周年を迎
むか

えま
す。1999年に卯辰山（金沢市）から
辰口（能美市）へと、動物たちを移送
してから15年が経ちます。私は入社8
年目なので、15年間の歴史の半分ほど
しか知りませんが、トキの分散飼育の
開始や日本一の長

ちょう

寿
じゅ

記
き

録
ろく

を樹立したデ
カの死、コビトカバの導入など、数々
の出来事がありました。15年後の30
周年を迎える時には、想像も出来ない
ような事がたくさん起きていることで
しょう。 （藤井）
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２０１4　秋　Vol.15-3

Vol.15-3
秋2014

6/1 羽村市動物園へアミメキリン（タツキ）搬出

6/4 〜 5 中部ブロック獣医師研究会参加（静岡市）

6/15 入園者数500万人達成
ワオキツネザル1頭出産

6/26
レッサーパンダ♀（メロン）死亡
上野動物園へスバールバルライチョウ有精卵
7個搬出

6/29 写生コンクール表彰式

6/30 スバールバルライチョウオス1羽死亡

６月中
レクチャー２件　裏側探検１回　動物園工房
鳥類　100羽　哺乳類　4頭　保護

7/6 いのちの博物館シンポジウムに参加（富山市）

7/10 ブラッザモンキー1頭出産

7/11 レッサーパンダ2頭出産
コモンリスザル1頭出産

7/17 能美市新採職員研修

7/25.28.30 サマースクール

7/26 近畿･中部ブロック動物園飼育係研修会参加
（大阪市）

7月中
レクチャー４件　　動物園工房1回
講師派遣1件　
鳥類　84羽　哺乳類　6頭　保護

8/1 〜 私のお気に入り動物総選挙開始

8/6 ライチョウ域外保全研究会参加（日野市）

8/7 スリカータ出産

8/9.16.17.23．
24.30.31

ナイトズー

8/9 オナガガモ♀１羽死亡

8/12 富山市ファミリーパークへテン♀1頭搬出

8/13 動物慰霊祭

8/20 ライチョウPT会議参加（台東区）

8/23 JICAトキプロジェクト訪日研修

8/23 〜 24 環境フェア出展（金沢市）

8/25 京都市動物園よりホウシャガメ4頭搬入

８月中
レクチャー５件　裏側探検１回
動物園工房　1回
鳥類　48羽　哺乳類3頭　保護


