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表紙のことば

トキ
　トキ里山館が開館してトキが一

いっ

般
ぱん

公開され
ました。里山館の名の通り、展示場は里山の
風景に見えるように作られ、自然木が何本も
あります。トキの写真は止まり木のすました
姿より、里山館らしくて動きのある写真をと、
探しまくって苦心してトリミングしました。
里山の風景を飛ぶトキに見えるでしょうか。
� （写真　野田英樹、文　竹田伸一）
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聞こえますか、トキからのメッセージ

いしかわ動物園のトキ復活の取組みは、実は2004年のトキ近
きん

縁
えん

種
しゅ

の飼育繁
はん

殖
しょく

から始まっています。これを含
ふく

めれば、取り組み
開始から13年目の公開です。

　2016年11月19日、いしかわ動物
園がトキの分散飼育に取り組んで7年
目に、念願の「トキ里山館」がオー
プンしました。

　美しいトキ色の羽、やさしい毛づ
くろい、時には鋭

するど

いまなざし、力強
い飛

ひ

翔
しょう

など、間近でトキの姿を見る
チャンスがあります。

　ぜひ、たくさんの方々に、「トキ里
山館」で本物のトキに出会ってほし
いと願っています。そして、トキに
心を寄り添

そ

わせて、トキの声に耳を
傾
かたむ

けてください。

＜のぞき窓から目の前にトキ＞ 
園長　美馬 秀夫

聞こえましたか、トキからのメッセージが

私たちトキは、一度、日本の空から消えてしまいました。
でも、今、みんなの力で、本州最後の生息地だった石川県に戻ってくることができました。

私たちの元気な姿を見てください。

私たちトキが暮らせる環境は、人にも優しい環境です。
たくさんの生きものが暮らす、豊かな自然の中で生きていきたい。
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　平成28年11月19日、いしかわ
動物園でトキ里山館がオープン
し、トキの一

いっ

般
ぱん

公開が始まりまし
た。佐

さ

渡
ど

市の公開施設、トキふれ
あいプラザに次いで全国2番目、
本州では初めてのトキ公開施

し

設
せつ

に
なります。これまでライブ映像で
見ていただいていたトキを、実際
に観察できる施設がいよいよ開館
したのです。式典では谷本県知事
をはじめ、環

かん

境
きょう

省
しょう

の植田課長、
長年トキ保護にたずさわった村本
義雄さんや、地元の酒井能美市長、
県立津

つ

幡
ばた

高校トキサポート隊長な
どの方々がテープカットを行いま
した。

トキ里山館

　トキ里山館の内部は、直径は最
大で27m、中央の柱を無くし、
トキがのびのびと飛び回れるよう
に、また傾

けい

斜
しゃ

した地形を利用して
棚
たな

田
だ

風の池を作るなど、里山の風
景を再現した展示場となっていま
す。中にはドジョウなどを放して
エサ場とする池、クロマツやクヌ

ギなど背の高い樹木、人工の止ま
り木などを設けて、トキが自然の
動きをするように考えました。展
示場は六角形をしていますが、そ
の内の4面に観察ポイントを作
り、いろいろな角度からトキの様
子を観察できるように考えてあり
ます。

4つの観察ポイント

　観察ポイント①ではガラス面を
大きくし、広々とした視界で全体
が見

み

渡
わた

せます。手前にはエサ台や
トキがエサを探す池、正面奥には
止まり木もあり、近くでトキの動
きを見ることができます。観察ポ
イント②はエサを採るトキを見る
場所。池の中にはドジョウが放さ
れていて、トキの食事の様子を間
近で見られるように工夫したポイ
ントです。観察ポイント③は展示
場の風景が見渡せる場所で、棚田
風の池や樹木、奥に見える古民家
風の学習コ
ーナーなど
トキが暮ら
す里山の風
景を感じる
ことができ
ます。最後
の観察ポイ
ント④は野
鳥観察舎風
の「のぞき
窓 」 か ら、

止まり木に止まるトキを間近に見
ることができます。運がよければ
1～2mの距

きょ

離
り

でトキにご対面、
目の動きなど表情もばっちり見る
ことができます。

公開されたトキたち

　トキ里山館で公開されたトキは
5羽。 ベ テ ラ ン の 夫 婦2羽 と、
2016年生まれの若鳥3羽です。こ
の内の夫婦はオス15才、メス13
才。2010年に分散飼育が始まっ
た時から、ずっといしかわ動物園
で飼育されてきた2羽です。そろ

式典であいさつをする谷本知事
トキ里山館オープンのテープカット

トキ里山館の観察ポイント
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そろ高
こう

齢
れい

期になるペアで物事に動
じない落ち着いた所を見込まれて、
公開という大役につくことになり
ました。いっしょに公開されてい
る若鳥3羽は、この2羽と親子関係
はありませんが、同じ部屋に同居
して、2羽の振

ふ

る舞
ま

いを見て育っ
た、落ち着きのある鳥たちです。
　遠くから見分けるのはちょっと
難しいですが、顔の赤い成鳥と、
顔がオレンジ色の若鳥と覚えてい
ただければ、年齢も分かると思い
ます。ちなみに観察ポイント④で
止まっているのを見ることができ
れば、これは一

いち

目
もく

瞭
りょう

然
ぜん

、しっか
り見分けることができます。また
観覧通路にはそれぞれの鳥の写真
も張ってあるので、足

あし

環
わ

の色から
年
ねん

齢
れい

からオスメスまで見分けるこ
ともできるでしょう。

公開後のトキ

　公開までにはトキたちが人に馴
な

れるように、いろいろな訓練（特
集2参照）を行ったせいか、ずい
ぶん展示場にも人にも馴れたよう

に見えました。のぞき窓の目の前
にも平気で止まり、あまりの落ち
着きように私たちも驚いていたも
のです。
　ところが実際に公開してみる
と、連日のたくさんの見学者にト
キたちは驚

おどろ

き、最初の1週間はこ
わがって止まり木にも止まらず、
地面に降りてマツの木の裏に隠

かく

れ
る始

し

末
まつ

、間近に見られるどころか
遠くで隠れている様子しか見るこ
とができませんでした。この頃、
見学に訪れた皆さんには全く申し
わけないことでした。
　しかし、1週間が過ぎた頃、少
しずつ鳥たちも馴れ始め、のぞき
窓の前にも止まるようになり、見
学者がいても池でエサを探すよう
になりました。また時々ケージの
中をぐるぐる飛び回り、翼

つばさ

のトキ色
を見せてくれることもあります。
　まだまだ油断はできませんが、
今の様子ならば1カ月、2カ月と
時間とともに少しずつ馴れ、自然
な姿を見せてくれるものと考えて
います。

トキ公開の意味

　佐渡に続いて石川県でもトキが
公開されたことには大きな意味が
あります。希少な野生動物の保護
増
ぞう

殖
しょく

作戦では、まず分散飼育を
して国内各地で飼育や繁殖を行
い、順調に進めば次に一般公開と
いう一つの道があります。トキの

公開もそれに沿った環境省の計画
で、いしかわ動物園の飼育繁殖が
順調で、石川県がトキの保護計画
に大きく貢

こう

献
けん

していることが認め
られた証でもあります。
　最初に石川での公開が話題に上
がった時、佐渡の市議会で公開反
対決議が可決されるなど、ぎくし
ゃくしたこともありました。しか
し公開式典に訪れた佐渡市の伊藤
副市長さんは「石川でトキを見て
関心を高め、次は佐渡に野生のト
キを見に行こう。そういうふうに
なってほしい」と期待を込めて話
されていました。
　『公開展示こそが最大の教育普

ふ

及
きゅう

活動』動物園の社会的な役わ
りを今一度かみしめて、トキの魅

み

力
りょく

をみなさんに見ていただける
よう、努力していきたいと思って
います。

一般公開が始まって混雑する里山館

止り木では、トキ色の翼が見える

のぞき窓の間近に止まるようになった

3

いしかわ動物園でトキに会える トキ担当　竹田 伸一



　いよいよトキの一
いっ

般
ぱん

公
こう

開
かい

が始ま
りましたが、公開に至るまで、ト
キにも人にも様々な準備がありま
した、その中でも一番気を使った
馴致訓練について 紹

しょう

介
かい

しておこ
うと思います。

どうして馴致訓練が
必要なのか

　これまでトキは静かでスタッフ
や管理車両の影

えい

響
きょう

が少ない非公
開エリアで飼育されていました。
これは繁

はん

殖
しょく

と安全を最優先に考
えてのことだったのですが、一方
で特定の飼育員以外の姿が見えた
り、工事車両が近づいたりすると、
パニックになってしまう状態でし
た。公開となると年間30万人を
超
こ

えるお客様に見られるわけです
から、少しずつトキを馴

な

らしてい
かなければなりません。そこでい
くつかの段階に分けて馴致訓練を
行いました。

施
し

設
せつ

に馴れる 飼育員編

　7月 中
ちゅう

旬
じゅん

に、長期にわたる工

事が終わり、新しい施設が動物園
に引き渡

わた

されました。すぐにでも
トキを入れたいところですが、施
設の不具合があるといけません
し、飼育員もケージのメンテナン
スに馴れる必要があります。その
ため、3羽のクロトキと2羽のホ
オアカトキを「水鳥たちの池」か
ら連れてきて、新しいケージに放
しました。そのときも、輸送箱か
らいきなりケージに放すのではな
く、いったん「予備室」へ鳥を入
れて、落ち着いた頃に扉

とびら

を開けて
歩いてケージに出て行かせる、と
いう方法をとりました。トキでも
同様の放鳥をしたかったので、近

きん

縁
えん

種
しゅ

で練習する必要がありまし
た。
　近縁種が入ってからは、掃

そう

除
じ

や
草
くさ

刈
か

りなど、日常のメンテナンス
が問題なく行えるかを確認してい
きました。近縁種たちはウォーク
インの「水鳥たちの池」から来た
ので、予想以上に落ち着いており、
飼育員がケージに入ってもまった
く驚

おどろ

く様子がなく、これでは訓練
にならないのかな、と思うぐらい
でした。それでも池の排

はい

水
すい

の不具

合や、止まり木の高さなど、実際
に鳥を飼育してみないと分からな
い 修

しゅう

繕
ぜん

箇
か

所
しょ

が見つかったので、
トキを入れるまでの間に改修工事
をすることができました。

施設に馴れる トキ編

　不具合を解消する工事が終わ
り、9月13日に5羽のトキをケー
ジに放しました。近縁種同様予備
室からゆっくり歩いてケージに入
っていきました。ここまでは順調
です。すぐに止まり木に上るか
な、と思いきや、トキは地上で生
活を始めました。エサは 給

きゅう

餌
じ

し
たドジョウや人工飼料のほかに、
田んぼにわいている貝やオタマジ
ャクシを食べていたのですが、一
向に止まり木に上がる気配があり
ません。一週間ほど経った9月21
日に、ようやく止まり木に止まる
ようになりました。やはり若鳥の
ほうが適応力が高いようで、最初
に新たな田んぼに入ったのも、止
まり木に止まったのも今年生まれ
の若鳥でした。
　1羽が止まり木に止まると、す

ぐに残りの4羽も止ま
り木に止まるようにな
りました。馴致訓練も
次の段階に進みます。
電動草刈機をいきなり
動かすとトキが驚いて
しまいますから、まず
は 草 刈 機 を 持 っ て 入

近縁種でケージをチェック 草刈りをしてもトキは動じなくなりました
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り、何もせずに退出します。トキ
が草刈機を見馴れた頃

ころ

、遠く離
はな

れ
た所で少しだけ電源を入れます。
また数日後、今度は少しだけ草刈
りをして、異常がないようなら
徐
じょ

々
じょ

に広
こう

範
はん

囲
い

の草刈りを…。この
ようにして、通常のケージ内メン
テナンスは、トキを驚かすことな
くできるようになりました。

お客様に馴れる トキ編

　さて、新しいケージにトキたち
は馴れてきましたが、一般公開と
なると、当然大勢のお客様にも馴
らさなければなりません。オープ
ン時にどっと大勢の来客がある
と、トキたちはパニックになって
飛び回り、最悪の場合けがをして
公開どころではなくなってしまい
ますから、来園者に馴らす、とい
う未知の馴致がもっとも大切にな
ってきます。
　最初は飼育員以外にも売店や券
売など、総務課の職員を呼んで観
覧通路を通行しました。大勢の人

間を見るのは初めてなので、当然
トキは驚きますが、繰

く

り返すと少
しずつ馴れていきます。
　次は県職員を30名ほど呼んで、
いろいろな服装で入ってもらいま
した。このとき普

ふ

通
つう

のスーツでな
く、明るいコートなどを着てくる
ようにという注文を付けさせても
らいました。これまで動物園職員
の青い制服しか見たことがなかっ
たトキたちは、また少し緊

きん

張
ちょう

し
ていましたが、驚いて飛ぶことは
ありませんでした。
　動物園に来るお客様のおよそ半
分は子どもですから、もっとにぎ
やかに通過する訓練が必要です。
そこで、遠足で来園する保育所や
幼
よう

稚
ち

園
えん

にあらかじめお願いし、子
どもたちに観覧通路を通ってもら
いました。静かに通ってはあまり
意味がないので、いつもどおりに
元気に観覧してもらうことにしま
した。回を追うごとにトキたちも
馴れてきたようで、子どもたちが
通路を走り回ってもパニックにな
ることはありませんでした。馴致
訓練に協力してくださった皆

みな

様
さま

、
ありがとうございました。

そして公開 ここからが本番

　様々な訓練を経て、いよいよ公
開日を迎

むか

えました。あいにくの空
模様でしたが、無事オープニング
セレモニーを終え、一般公開とな
りました。これまで静かに落ち着

いていたトキたち、どんな反応を
示すのか興味深く見ていたのです
が…、やはりたくさんの報道カメ
ラを見て驚いて飛んでしまいまし
た。皮肉なものですが、飛び回る
トキを見た皆様には、大変喜んで
いただけたようです。騒

そう

々
ぞう

しい幕
開けになってしまい、トキたちに
は申し訳なかったのですが、結果
オーライという言葉があるよう
に、トキ里山館は無事オープンす
ることができました。
　オープン翌日の11月20日は天
候にも恵

めぐ

まれ、またテレビや新聞
で大々的に報道されたおかげで、
約3000人のお客様にご来園いた
だきました。肝

かん

心
じん

のトキたちはと
いうと、やはり茂

しげ

みの陰
かげ

に隠
かく

れて
いることが多い状態でした。それ
でもオープンしてからが馴致の本
番です。この記事を書いているの
はオープンから二週間ほど経った
ころですが、公開から一週間で止
まり木に止まるようになり、10
日ほどで、人が見ていてもエサを
食べに来るようになりました。こ
の号が出ている頃には、すっかり
見られることに馴れきったトキを
ご覧になれると思います。

遠足の保育園にも協力してもらいました

ようやくお客様がいても近寄るようになり
ました
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グラフ

ふれあいひろばで始まったモルモットの行進。細い
通路を渡

わた

ってモルモットたちが食事に向かいます。
冬期間中はお休みですが、春にはまた再開します。

9/17キリンのダイチの
1才の誕生会と、ダイ
チを防犯大使とした防
犯キャンペーンが行わ
れました。石川県警の
マスコット、「イヌワシ
君、イヌワシちゃん」と、
能美市福岡保育園のみ
んなが参加しました。

能美市の読み聞かせサークル「たんぽ
ぽ」さんによって、ハロウィンお話し
会が開かれました。魔

ま

法
ほう

使
つか

いの衣装に
みんなドキドキ。

動物園秋のアルバムから
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10月の三連休は秋のふれ
あいまつり、園内各所で
ドッキリアニマルガイド
が行われました。

10月の動物園工
こう

房
ぼう

は
どうぶつちぎり絵、
レッサーパンダに見
えるかな。

第2回目となる大人のための飼育体験。天候に
も恵

めぐ

まれ、皆
みな

さん楽しまれました。今年は県
内外から9名が参加。「大人だって飼育体験し
たかった」とのことでした。

恒
こう

例
れい

となった動物捕
ほ

獲
かく

訓練。今年はユキヒョウが
逃
に

げ出したとの想定で、大
おお

捕
と

り物が行われました。
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動物園の住人たち
シリーズ

　トキ担当　佐藤 美樹

トキを支えたトキの仲間

　いしかわ動物園では、トキ以外
にもトキ近

きん

縁
えん

種
しゅ

の展示を行ってい
ます。近縁種とはトキと同じ、ペ
リカン目、トキ科に含

ふく

まれる鳥で、
世界には27種が生息しています。
南極を除く、すべての大陸に分布
しており、世界のいたるところで
観察することができます。そのう
ち動物園では、3種類のトキ近縁
種がおり、水鳥たちの池と呼ばれ
る、ウォークイン形式の展示場で
ホオアカトキ8羽、クロトキ7羽、
シロトキ2羽の併

あわ

せて17羽を飼育
しています。
　この3種はトキがいしかわ動物
園にやってくる以前の2004年よ
り飼育されています。というの
も、トキの分散飼育地としてトキ
を迎

むか

え入れる前に、この3種の飼
育繁

はん

殖
しょく

を成功させ、トキの受け
入れに万全を期したのです。言っ
てみればこの3種はトキを迎える
前の練習として活

かつ

躍
やく

してくれた陰
かげ

の立役者だったのです。（詳
くわ

しく
はアニマルアイズVol.9-3、9-4、
10-3参照）
　近縁種でトキ飼育の練習を行っ
たのはいしかわ動物園だけでな

く、分散飼育地となっている長岡
市や出雲市も同じです。それくら
いに失敗はできないという、飼育
者の思いがあったのです。近縁種
の繁殖は初めこそ苦戦もしました
が、その後順調に進み、人工育

いく

雛
すう

はもちろん、ケージ内での自然繁
殖にも成功。いよいよ2010年に
無事トキの受け入れを行うことが
できました。
　現在、水鳥たちの池ではトキ近
縁種以外にもカモ類をはじめと
し、トキ類に比

ひ

較
かく

的
てき

近い種のサギ
類、コハクチョウ、ウミネコ、カ
ケスなど様々な鳥たちが同居して
います。
　ひとくくりにトキといってもそ
の生息地は広

こう

範
はん

囲
い

に点在してお
り、北アフリカからアジア、アメ
リカにまで及

およ

びます。もちろんそ
の種によって大きさや性格、習性
に違

ちが

いがありますが、一番大きな
違いはやはり外見にあります。
　3種の中で1番トキに近いのが
ホオアカトキです。体の色こそ違
いますが、頭部の皮

ひ

膚
ふ

は赤く露
ろ

出
しゅつ

し、トキと同じように冠
かん

羽
う

が
後ろに向かって伸

の

びています。他

の2種に冠羽はなく、クロトキの
体は主に白であるにも関わらず名
前はクロトキとなります。シロト
キは他の2種より小型で控

ひか

えめで
すが、虹

こう

彩
さい

が水色でとてもきれい
な目をした鳥です。
　種類が違えば好む場所も違い、
それぞれに自分の安心できる場所
に点在し、羽を休めている姿が見
られます。
　唯

ゆい

一
いつ

の共通点といえば食べてい
るエサくらいなものでしょうか。
トキ専用の固形飼料やワカサギ、
アジなどの魚類を与えています。
実はこの固形飼料もトキが食べる
前に、当園の個体ではありません
が、近縁種が毒見をしてくれてい
ます。
　先日、無事にオープンを迎えた
トキ里山館も、近縁種が先に入り、
安全性の確認をしてくれました。
今のトキの飼育繁殖成功の裏には
あまり取り上げられることのなか
った鳥たちの大きな協力があった
のです。
　今後、水鳥たちの池に立ち寄る
ことがあれば、この記事を思い出
し、お疲

つか

れさまという気持ちで見
守っていただければ幸いです。

細い枝の上を好むクロトキ

鉄骨の間で休むホオアカトキ

エサを食べに降りてきたシロトキ
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住人たちのエピソード
シリーズ

　トキ担当　木村 元大

飼育トキから野生トキへ

　11月19
日にトキ里
山館がオー
プンし、ト
キの公開が
始まりまし
た。より多
くの方にト

キの自然な姿を観察してもらい、
トキについての関心、理解を深め
ていただきたいと思います。とこ
ろで、皆

みな

さんはいしかわ動物園か
ら巣立ったトキの多くが、すでに
野生で暮らしていることをご存知
でしょうか。

飼育下から野生へ

　当園では、2010年からトキの
分散飼育を開始し、2016年まで
に50羽のトキが巣立っています。
そのうち43羽が新潟県佐渡市に
ある佐渡トキ保護センターに移送
されています。毎年、3歳

さい

未満の
若いトキを数羽ずつ佐渡へ移送し
ています。トキの移送は、専用の
木製の移送箱を使用して運びま
す。移送には必ず担当者が同乗し
ていきます。神経質な鳥なのでト

ラブルがないように、移送してい
る間は常に気をつけています。
　佐渡に移送後、しばらくは佐渡
トキ保護センター内の施

し

設
せつ

で飼育
されます。その後、野外への放鳥
に向けて、野生復帰への訓練を受
けます。野生復帰の訓練は野生順
化訓練ケージで行われ、そこで自
力で餌

えさ

を探したり、群れで生活し
たりする術

すべ

を学んでいきます。
　これまで16回の野外への放鳥
が行なわれ、252羽のトキが野生
復帰を果たしています。いしかわ
動物園生まれの個体は30羽が放
鳥されています。また、佐渡島内
にはトキが212羽生息していると
いわれています（2016年11月
24日現在）。佐渡ではトキが稲

いね

刈
か

りの終わった田んぼに餌を探しに
集まったり、杉

すぎ

林
ばやし

に集団で止まっ
たりしている様子が見られるそう
です。
　放鳥されたトキは野生下で繁殖
し、徐々に個体数が増えています。
また、2016年は放鳥されたトキ
同士から生まれた野生のトキ同士
が繁殖、つまり孫世代となる純野
生生まれのトキが生まれました。
さらにいしかわ動物園生まれの放
鳥個体が野外で初めて繁殖し、ヒ
ナが誕生しました。

石川県に野生トキがやってきた

　多くのトキが佐渡で暮らしてい
ますが、まれに本州に渡

わた

ってくる
個体もいます。2013年には石川

県に1羽のメスのトキがすみつい
て、話題となりました。この個体は
NO.4ですが、各地で名付けられ
て、地域の人たちに温かく見守ら
れていました。この鳥は珠洲市、
羽咋市、輪島市、能登島や富山県
黒部市も訪れました。
　さらに2015年4月にはもう1羽
のトキが一緒にいるところが確認
され、ついに本州初のつがいとな
るかと期待されましたが、残念な
がらどちらもメスらしいとのこと
でした。
　能登にしばらく定着していた
NO.4ですが、現在は行方不明と
なっています。本州で多数のトキ
が美しいトキ色の翼

つばさ

をはばたかせ
て飛ぶ姿を見ることはもう少し先
のことかもしれません。今後もい
しかわ動物園ではトキの分散飼育
地として、トキの飼育繁殖や普

ふ

及
きゅう

啓
けい

発
はつ

に尽
じん

力
りょく

していきます。ぜひト
キ里山館を訪れた際は目の前のト
キの姿だけでなく、その先の野生
に飛び立ったトキたちにも思いを
馳
は

せていただきたいと思います。

NO.4　鍵主哲（撮影）

佐渡島の野生トキ

トキの移送準備
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　チンパンジーの丘担当　小山 貴弘

　アシカ・アザラシたちのうみ担当　北地 真理子

イチゴのお嫁
よ め

入
い

り

ココアのデビュー

　昨年の10月3日に、チンパンジ
ーのイチゴ（メス8才）が、茨城
県日立市のかみね動物園にお嫁入
りしました。イチゴは2008年1
月5日生まれ、メロンの第一子で、
ハローのお姉さんです。メロンが
育てなかったため人工哺

ほ

育
いく

とな
り、その後も群れに戻

もど

ることがで
きませんでした。そのためほとん
ど展示できなかったので、見たこ
とがないという方が多いかもしれ
ません。そんなイチゴもお年

とし

頃
ごろ

に
なり、嫁入り先を探していたとこ
ろ、かみね動物園さんが受け入れ
てくれることになりました。

　 馴
じゅん

致
ち

のかいがあり、麻
ま

酔
すい

は使
わずにオリに入れることができま
した。朝8時に出発し、8時間後
の午後4時過ぎにかみねに着きま
した。もともと人は好きだったの
で、かみねの人たちにとはすぐ
仲良くなるだろうと思っていま
したが、何と1カ月ほどでオス
2頭とパドックで過ごせるよう
になったそうです。かみね動物
園は過去にも人工哺育のチンパ
ンジーの群れ入れの経験があ
り、またオスたちの性格がとて
もやさしく、イチゴがお嫁にい
くのにはこれ以上ないところで

した。今後は、2頭のメスと子ど
も達にも受け入れられて群れに入
り、将来は子どもを産んで「チン
パンジー」として幸せになってく
れることを願っています。

　人工哺
ほ

育
いく

で育ってきたカリフォ
ルニアアシカのココアが屋外のプ
ールにデビューすることになりま
した。今までは屋内のプールに一
頭で展示をしていましたが、屋外
のプールでは父親であるクーやゴ

マフアザラシたちと複数での展示
になります。まずは外の広いプー
ルに慣れさせるためココア一頭で
の練習が始まりました。初日は陸
場やプールをウロウロしていまし
たが段々陸場にいることが多くな

ってきました。次にゴ
マフアザラシたちとの
練習です。人工哺育の
ココアは他の個体とう
まくやっていけるか不
安でしたが、いざ一

いっ

緒
しょ

にしてみると最初少し
見に行ったくらいでそ
の後はほぼ無関心で、

どちらかというとゴマフアザラシ
の方がココアを気にしていまし
た。そしていよいよクーとの練習
です。エサをやりながら一緒にし
てみるとココアはクーが気になる
のかソワソワして、途

と

中
ちゅう

で一度
クーの方へ様子を見に行きまし
た。それまでエサに集中していた
クーもココアへ顔を近づけます。
短い確認が終わった後はそれぞれ
エサを食べ終えクーはプールへ、
ココアは陸場で別々に過ごしてい
ました。大きな争いもなくココア
は無事デビューすることができま
した。

ながぐつ日誌

ながぐつ日誌

シリーズ

シリーズ

仲良さそうなイチゴ（左）とゴヒチ（右）
写真提供　かみね動物園

父親のクーとご対面
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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　藤井 匠也

　券売担当　穴田 博子

ハロウィンズー

いしかわ動物園のクリスマス

　知らず知らずのうちに日本の文
化に定着してきたハロウィン。こ
の風潮に乗じて今年は、動物園ハ
ロウィン化計画を立てました。動
物たちのお食事ガイドではカボチ
ャを使用したガイドを実

じっ

施
し

した
他、来園者がトラやレッサーパン
ダに変身するフェイスペイントな
ども行いました。そして、「動物
園×ハロウィン×アート」という
観点で思い付いたのがハロウィン
ズーです。しかし、ハロウィン用
の観賞用カボチャは売り切れ続
出、唯

ゆい

一
いつ

北海道から20個を仕入
れることができたものの、この時

すでに10/22。時間も予算もな
く絶体絶命。カボチャはくり貫

ぬ

くと2日でカビが生える、動物
を描

えが

く時間もありません。こう
なったら最終手段、厚紙を直接
貼
は

り付ける方法をとりました。
展示するひな壇

だん

は園内のベンチ
を寄せ集め、それをカモフラー
ジュするために、苔

こけ

をゴミ袋
ぶくろ

い
っぱいに集めベンチに敷

し

きまし
た。その他の装

そう

飾
しょく

はこれまで特
別展で使用した大道具を再利用し
ました。ちなみに真ん中の電光掲

けい

示
じ

板
ばん

は、2013年度に開
かい

催
さい

した特
別展「 獣

じゅう

医
い

さんのお仕事」で、

レントゲンフィルムを映し出すた
めに作成したものなのですよ。何
はともあれ10/26よりハロウィ
ンズーを開園することができ、ほ
っと安

あん

堵
ど

の息を漏
も

らしたのは言う
までもありません。

　子ども達が待ち焦
こ

がれているク
リスマスが、もうすぐそこに来て
います。今年も、いしかわ動物園
では、クリスマスムードを演出す

るために、入口ゲ
ートに恒

こう

例
れい

のクリ
スマス飾

かざ

りをしま
した。ダンボール
で作った動物たち
がお出迎えしてく
れます。また、サ
ンタの衣装を着た
り、動物の帽

ぼう

子
し

を
かぶったり、ヒョ
ウのぬいぐるみと

記念撮
さつ

影
えい

が出来ます。思い出の1
ページになれば幸いです。
　園内には冬が大好きな動物が沢

たく

山
さん

います。レッサーパンダ、ユキ

ヒョウ、トラ、雪が降れば絵にな
ります。ブランコが大好きなオラ
ンウータン、モコモコのアルパカ
の目は胸キュンとなりそうです。
お風

ふ

呂
ろ

に入ったカピバラ、マゼラ
ンペンギンのお散歩、冬でも暖か
い南米の森では、地球上で一番ス
ローな哺

ほ

乳
にゅう

類
るい

と言われる「ナマ
ケモノ」、それなりにスローな動
きをする癒

いや

し系です。11月19日
より待望の「トキ里山館」が一

いっ

般
ぱん

公開されました。いつも楽しみと
癒しを与

あた

えてくれる動物たちとス
ペシャルなクリスマスを過ごしま
せんか。

動物のキャップをかぶって記念撮影

10種20頭のカボチャの動物たちを展示
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　棚田風の湿地に湾曲した嘴をツンツン、11月にオー
プンした「トキ里山館」をトキたちは気に入った様子で
す。ニッポニア・ニッポンと呼ばれ日本を象徴する鳥だ
けあって、トキ公開までにたくさんの方々の苦労と努力
を肌で感じていました。ここまで人を動かし影響力のあ
る「鳥」は他にいないと思います。しかし飼育係として
は、ペリカン目トキ科の「鳥」として、この種のさらな
る飼育、繁殖方法の探究に努めるべきでしょう。� 藤井
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https:/www.facebook.com/ishikawazoo.official

２０１6　冬　Vol.17-4

Vol.17-4
冬2016

9/1～2 トキ野生復帰検討会参加（佐渡市）

9/3 アオダイショウ孵化始まる

9/6 アオバト1羽死亡

9/10.11.
　17.18

ナイトズー

9/12 アオバト1羽死亡

9/13 ファン感謝デー開催

9/17
アミメキリンダイチ1歳の誕生会・寺井署防犯
イベント

9/19 チンパンジーのイチロー長寿を祝う会

9/20 ミミキジ♂（カンカン）死亡

9月中
レクチャー15件、裏側探検1回
動物園工房1回
鳥類31羽　哺乳類1頭　ハ虫類1頭　保護

10/1.2.
　　8.9

ナイトズー

10/3
チンパンジー（イチゴ）日立市かみね動物園
へ搬出

10/5 カイウサギ1頭死亡

10/6 モルモットの行進開始

10/8～10 秋のふれあいまつり

10/12
海獣技術者研究会参加（越前市）
オオカンガルー（ミック）福知山市動物園へ搬出

10/13
動物取扱責任者研修会参加（金沢市）
カイウサギ1頭死亡

10/15～11/14 動物園フォトコンテスト入選作品展

10/15 ライチョウ会議、域外保全研究会参加（大町市）

10/17 JICA里山研修

10/26 中部ブロック園館長会議参加（魚津市）

10/29 アジア生物多様性国際会議エクスカーション

10月中
レクチャー17件　講師派遣1件
裏側探検1回　動物園工房1回
鳥類31羽　哺乳類10頭　保護

11/9 ゾウ会議参加（市原市）

11/17 トキ飼育繁殖小委員会参加（長岡市）

11/17～18 中部ブロック飼育技術者研修会参加（静岡市）

11/19 トキ里山館オープン

11/21 オカメインコ　孵化始まる

11/24 中部ブロック事務主任者会参加（浜松市）

11/26
大人のための飼育体験開催
ペンギンのお散歩タイム始まる

11/28 動物脱出防止訓練、消防訓練

11/30 動物園水族館協会設備担当職員研修会参加（七尾市）

11月中
レクチャー2件　講師派遣5件
裏側探検1回　動物園工房1回
鳥類13羽　哺乳類2頭　保護


