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表紙のことば

ゴイサギ
　ゴイサギの別名は「夜烏（よがらす）」。夜行
性のゴイサギは、夜に空を飛びながら「グワッ」
とか「ゴアッ」とかいうカラスに似たしわがれ
た声でなくからです。水鳥たちの池でも昼間は
木の茂みに隠

かく

れて目立たないことが多いのです
が、時には写真のように全身をあらわして枝に
たたずむことがあります。あまり有名ではない
ので、子どもたちには「あっ、ペンギンが枝に
止まってる」などと散々に言われますが、これ
でも昔

むかし

々
むかし

、時の天皇から五
ご

位
い

の位
くらい

をいただい
た由
ゆい

緒
しょ

正しい身分の鳥なのでした。
� （写真、文　竹田伸一）
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モルモットの風景

　いつもはのんびりと干草を食べたり、お昼寝したりしているけれど、部屋の中に橋が入れられると皆ざ
わつき始めるんだ。だって、待ちに待ったご飯の時間の合

あい

図
ず

だから。すべらないように人工芝を敷
し

いてく
れるまで、こうやって橋の前に集まって待ってるんだ。笛が吹かれれば、オイラ達は猛ダッシュで出てい
くよ。モルモットの行進の時間だ。
　毎日午後3時からがご飯、行進の時間だよ。見られながら食べるのはちょっと恥ずかしいけど、みんなに
会えるのを待ってるよ。

まだかな、まだかな
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　今、いしかわ動物園でのキリン
の飼育展示は移り変わっていく時
期を迎

むか

えています。
　18年前の開園当初は、アメリ
カよりやってきたオスのジェブと
メスのイザベルの2頭からスター
トし、その後この夫婦に6頭の子
どもたちが生まれました。今では
母親イザベルも今年の1月23日に
18歳

さい

で死亡し、父親ジェブも19
歳と高

こう

齢
れい

となってきました。キリ
ンはメスが19歳までに、オスが
16歳までに75％が死亡していき
ます。このデータからすれば当園
のキリンは長生きの方ですが、ジ
ェブも1年ほど前から足がこれま

でのように挙
あ

がら
なくなり、歩くス
ピ ー ド も 遅 く、
早々と座ってしま
うことも多くなっ
てきています。動
物もヒトと同じで
老いていきますか
ら…。
　私たちは遅かれ
早かれこうなるだ

ろうと考えていましたので、前々
からうまくキリンの世代交代をさ
せていかなくては、そして、いし
かわ動物園にとって最善なキリン
の展示は何か、と検討してきまし
た。

ジェブの後
あと

継
つ

ぎさがし

　世代交代についての計画は、ま
ずジェブに続く繁殖オスの候補を
探し、その個体を搬

はん

入
にゅう

し、そし
てそのペアとなるメスを導入して
いくことです。今回、タイミング
も良く金沢動物園で飼育されてい
るジャンプ（1歳、2015年9月7
日生）がその候補となり、ダイチ
（1歳、2015年9月17日生）との
交
こう

換
かん

で、この5～6月にかけ相互
に無事移動させることができまし
た。※なんと生まれたのは10日
違い。
　今後は、ジャンプとペアになる
メスを導入していく計画で、今年
中にもジェブとイザベルに代わる

繁殖ペアができるよう準備を進め
ているところです。

群れ飼育へ

　そして、今後のキリンの展示の
目標は群れ飼育です。これまでは
飼育部屋が2室のみで、繁

はん

殖
しょく

して
も子どもが大きくなる前（成長す
るとトラックで運べないため）に
どうしても他園に搬

はん

出
しゅつ

しなくて
はならず、キリンの生態にそった
群れでの飼育ができませんでし
た。そこで新たに2室を増築し全
部で4室とするための第2キリン
舎の建設を進め今年3月に完成し
ました。これで4頭が飼育できる
ようになり、ゆくゆくはいしかわ
動物園でも何頭ものキリンが群れ
で歩いている様子を展示していき
たいです。
　そこに至るまではまだまだ時間
がかかりますが、ジャンプが来て
くれたことで、大きなワンステッ
プを踏

ふ

み出せました。そして、ジ
ャンプ、ダイチともにそれぞれの
場所で繁殖のエースになってくれ
ることを願っています。	 （堂前）

初めてのキリンの交換

　金沢動物園と当園での新しい血
統での繁殖を目指して、オス同士
の交換が行われました。5月16
日、金沢動物園からジャンプ（1
歳）がいしかわ動物園にやってき元気でね、ダイチ

到着直後のジャンプ
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ました。それから3週間後の6月6
日、今度は当園のダイチ（1歳）
が金沢動物園に出発、翌日の朝到
着し、オス同士の交換は無事に成
功しました。　　
　当園でキリンを搬入するのは、
当園が開園したときにアメリカの
動物園からオスのジェブ（19歳）
とメスのイザベル（今年1月死亡）
を搬入したとき以来です。これま
で、2頭の間に生まれた子どもは
他園に搬出しているので、搬出作
業は数回経験がありましたが、搬
入作業は私にとっては初めての経
験でした。

淋
さみ

しがり屋の対策

　今年3月に完成した第2キリン
舎に搬入したわけですが、搬入前
に何度もシミュレーションをし

て、問題がないかチェックしまし
た。動物舎の構造上の問題はない
と思っていましたが、1つ気がか
りなことがありました。それは、
ジャンプが搬入後1頭で動物舎に
いなければいけないことです。金
沢動物園では3頭で暮らしていた
ジャンプが、当園に来て慣れない
環
かん

境
きょう

で1頭に
なることで、
精神的に影響
があるのでは
ないかと思い
ました。この
問題に対して
は、他園の方
にアドバイス
をいただき、
動物舎内で音
楽等を流して
無音状態を作

らないことと、できるだけ声をか
け、そばにいることがいいという
ことだったので、現在実

じっ

践
せん

してい
ます。そのおかげか、当初不安そ
うな様子を見せていましたが、現
在は少しずつ慣れてきたようで、
スタッフに近づき鼻先をくっつけ
てくるなど懐

なつ

っこい一面も見せて
くれるようになりました。
　現在、予備展示場まで出ること
はできましたが、火山礫

れき

が敷
し

いて
ある本展示場には、なかなか出よ
うとしません。経験したことがな
い火山礫は警

けい

戒
かい

しているようで
す。本展示場に出ることがジャン
プと私の当面の課題になりそうで
す。
　今後、ジャンプには高

こう

齢
れい

のジェ
ブに代わって当園で子どもを作っ
ていってほしいと思っています。
ジャンプのお嫁

よめ

さんも今後搬入予
定ですので、新たなペアの今後が
楽しみです。	 （小倉）

予備展示場には出るジャンプ

火山礫前で止まるジャンプ
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トキの繁殖について

　環
かん

境
きょう

省
しょう

によるトキの繁
はん

殖
しょく

方
針では自然繁

はん

殖
しょく

（自然ふ化、自
然育

いく

雛
すう

）が望ましいとされていま
す。しかし、実際に自然繁殖に
挑
ちょう

戦
せん

すると、産卵直後に卵を巣
外へ放

ほう

棄
き

する、ふ化直前に親鳥が
卵をむいてしまう、といった事例
が報告されています。そこで当園
では、親鳥によって捨てられた卵
は人工ふ化させ、人工ふ化したヒ
ナを親鳥に戻し、自然育雛させる
ことを検討しました。親鳥に育雛
してもらうためには、前提として、
親鳥が抱卵していなければなりま
せん。そこで現在飼育している3
組の繁殖ペアが抱卵から自然育雛
へとつながるように行なった取組
みを紹

しょう

介
かい

します。

巣づくりが不十分

　非公開ケージで繁殖に取り組ん
だAWペア（オス6歳

さい

、メス5歳）
の今期の初産卵は3月30日と一番
早いものでした。しかし、巣材が
十分に運ばれていないため、巣が
すかすかの不完全な状態で卵を落
としてしまう、また、産卵直後に
親が卵を持ち上げて、巣外に捨て
てしまうといった問題が数回続き
ました。対処として、まずは人

じん

為
い

的
てき

に巣材を追加し、それでもだめ
ならプラスチックネットで作成し

た人工巣を用いること
で、卵が落下しないよう
にしました。それらの巣
に擬

ぎ

卵
らん

を2個入れ、抱卵
を誘いました。擬卵を投
入後、AWペアは雌

し

雄
ゆう

と
もに抱卵を開始、その後
も順調に抱卵が維

い

持
じ

され
ました。その状態で、ヒ
ナを入れるとすぐに抱
き、雌雄交代で育雛を開
始しました。

抱卵が不安定、
オスが巣に固執する

　非公開ケージのもう1組のペ
ア、AUペア（オス6歳、メス10歳）
は2つの問題を抱

かか

えていました。
1つは抱卵が不安定だったことで
す。飼育員が掃

そう

除
じ

や給
きゅう

餌
じ

のため
にケージ内に入るたびに、巣から

離れてしまい、しばらく巣に戻っ
てこない、巣に滞在していても卵
を抱かない様子が見られました。
この問題には、なるべくストレス
や刺激を与えないようにして、親
鳥が自然に巣に戻り、抱卵するこ
とを待ちました。
　もう1つの問題は、オスが巣に
固
こ

執
しつ

してしまうことでした。本
来、トキはメスが巣にいて巣作り
を行ない、オスが巣材を運ぶこと
が多いのですが、AUペアのオス

AUペアのメスとヒナ

巣材と擬卵を入れたAWペアの巣
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は巣に居
い

座
すわ

り、メスが巣に近づく
と追い払います。さらに悪化する
とメスが巣から離れても執

しつ

拗
よう

に追
い回すことが見られました。そこ
でオスの風

かぜ

切
きり

羽を数枚抜き飛翔力
を落とし、オスが巣に近づけない
ようにすることで、メスが安心し
て抱卵できるように環境を整えま
した。その後、擬卵を抱かせ、抱
卵が安定してきた頃合いでヒナを
巣に入れました。ヒナをすぐに抱
くか、育雛を始めるか心配しまし
たが、無事にメスが巣に戻り、そ
の後、メス1羽で育雛を始めまし
た。

公開ケージで初の繁殖へ

　今年から公開ケージ、トキ里山
館で初の繁殖に挑

いど

んだ Iペア（オ
ス16歳、メス14歳）。非公開ケ
ージで飼育されていた時は育雛が
上手なベテランのペアです。新し

い環境でうまく繁
殖できるかと期待
と不安の繁殖期に
なりました。
　他の2ペアに比
べて、繁殖モード
に入るのが遅く、
初産卵は4月26日
でした。来園者の
方からも「まだ卵
は産まないのか」
と問われることも
ありました。担当

者としても少し心配する気持ちも
ありました。産卵後、親鳥が卵を
捨ててしまい、巣に卵がない状態
が続きました。抱卵させるため
に、擬卵を巣内に入れてみました
が、すぐに捨ててしまいました。
おそらくベテランということもあ
り、擬卵を偽

にせ

物
もの

だと見破っていた
のかもしれません。このままでは
回収して、巣に戻しての繰り返し
となってしまうので、次の手とし
て、擬卵2個にテグスを付けて、
巣の一部にくくりつけました。す
ぐにオスが捨
てようと試み
ましたが、捨
てられず、し
ぶしぶ擬卵を
抱き始めまし
た。その後、
テグスで結ん
である擬卵が
巣材に埋まっ

てしまったため、テグスを外した
擬卵に変えたところ、どうにかオ
スの抱卵行動が始まりました。メ
スはというと、ほとんど巣に近寄
らず、オスのみが抱卵する日が続
きました。このままオスだけで自
然育雛をはじめられるのかという
不安もありましたが、人工ふ化で
かえったヒナを入れると雌雄とも
ヒナを認識して、育雛を開始しま
した。こうして、いしかわ動物園
で初めてトキの自然育雛を来園者
のみなさんに直接ご覧いただくこ
とができたのです。

　結果的に3ペアとも擬卵を抱
き、自然育雛へと移行させること
ができました。現在では、3ペア
それぞれが育雛に励

はげ

んでおり、ヒ
ナたちも元気にたくましく育って
います。いずれのヒナも6月下旬
から7月中旬にかけて、巣立ちす
る予定です。来年の繁殖では、今
年の繁殖期の反省も踏

ふ

まえなが
ら、よりスムーズな繁殖となるよ
うに努めていきたいと思います。

卵を落とす直前（ Iペア）

抱卵する Iペアのオス

テグスで擬卵を固定
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グラフ

昨年12月に生まれたコビトカバの赤ちゃんが屋外プールにデビュー
しました。4月の初めから訓練をはじめ、4月19日に正式デビュー
となりました。親子3頭の仲のよい光景も見られます。

ふれあいまつり恒
こう

例
れい

のドッ
キリガイド。今年もポニー
が活

かつ

躍
やく

しました。

5月3日、ふれあいひろばではヒツジのモコの
毛
け

刈
が

りが行われました。モコも夏仕様でスッ
キリしたようです。

動物園春のアルバムから

6



5月27日、世界規模
で行われるグリーン
ウェイブにちなん
で、動物園を会場に
植樹が行われました。

トキ里山館でトキの子育て公開。
トキ里山館の Iペアの巣に人工
ふ化したヒナを入れて、子育て
を行わせることに成功しました。

平成11年10月の開園から18年目、入園者600万人を達成し
ました。

6月7日、コモンリスザルに赤ちゃん誕生。母親
も落ち着いていたため、6月10日から、さっそ
く公開となりました。
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動物園の住人たち
シリーズ

　小動物プロムナード担当　髙田	洋之

マーラ

　小動物プロムナードの観覧通路
を曲がった突き当たりの放飼場に
マーラが展示されています。人気
のあるレッサーパンダの隣になり
ます。認

にん

知
ち

度
ど

が低いせいか「あっ、
ウサギかカピバラみたい」と言わ
れることがあります。今年の3月
24日にマッチ（♂）が生まれ現
在6頭のマーラを飼育展示してい
ます。私自身が5月から飼育担当
を受け継

つ

いだばかりで、経験も短
くいろいろ学習しながら飼育をし
ています。
　マーラは齧

げっ

歯
し

目
もく

でテンジクネズ
ミ科です。モルモットに近い動物

で生息地はアルゼンチン中部、南
部の低木がまばらに生えた開けた
荒地や草原に住んでいます。体毛
は頭と体は褐色が混ざったような
濃灰色で、腹面は褐色や淡褐色で
腰は暗色、尻の基部のまわりに白
色の房

ふさ

毛
け

が生えています。尾は毛
玉かなと思うくらい短く、人の親
指くらいの長さです。足がとても
細長く、耳は大きく目も意外と大
きいのが特徴です。その目を強い
直射日光から守るため、まつ毛が
長く生えています。体長は約70
㎝前後で齧歯類では、ヤマアラシ
についでの大きさになります。
　マーラは一

いっ

夫
ぷ

一
いっ

妻
さい

で、お父さん
のココア（3歳）とお母さんのフ
ラウ（3歳）の間にマッチが（♂）
が生まれました。この親子と血縁
のないチビ（♀15歳）を含めた4
頭と、モカ（♂3歳）の1頭を交
代で展示しています。日中、観覧
通路から餌やりを行うとグーグー
鳴きながら寄ってきて、餌の取り
合いをしながら食べます。特に優

しいチビが、コ
コアに追い回さ
れることが度々
あります。収容
後に寝室でもそ
のようなことが
ありますが、今
のところ大きな
ケガもなく飼育
されています。
　マーラは巣穴

を自分で掘るか、他の動物が捨て
た巣穴を利用して子育てをしま
す。日中放飼場で、穴を掘る姿を
見かけることがあるのはそのよう
な習性があるためでしょう。収容
後穴を埋め戻すのですが、また翌
日穴掘りを繰り返します。
　餌は草や果実、茎などを食べて
いますが、当園でも牧草とカシの
木、野菜とリンゴに固形飼料を与
えています。日中は、置いてある
塩を適時なめています。
　糞は、大きさは違いますがモル
モットと同じ形のものを場所は決
めずあちらこちらにしてありま
す。

　走る速さは、時速40㎞ほどに
もなると言われますが、放飼場で
も追い回しで走ることがあり、と
ても俊敏でジャンプをします。こ
のようなケンカが激しくなると毛
が抜けることがあり、過去には耳
をかまれてボロボロになった個体
もいます。
　マッチは、まだ母乳を飲んでい
るのでお母さんのフラウのお腹に
顔を潜らせて、授乳している可愛
い姿が見られます。母さんのお腹に顔をもぐり込ませるマッチ

4頭の群れ展示

モルモットによく似た形のマーラのフン
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住人たちのエピソード
シリーズ

　編集部　南都	慶
けい

介
すけ

ウサギとネズミ

　以前私がマーラの飼育を担当し
ている時に、よくこんな声を耳に
しました。「あっ、ウサギさんだ」、
「見て見て、ワラビーがいるよ」。
この声は私が担当する以前から
（もしかしたら、日本の動物園で
初めてマーラが飼育された日か
ら）聞かれたようで、展示場前に
は「マーラはウサギではなく、ネ
ズミの仲間です」と書かれていま
す。私からするとワラビーには見
えませんが、確かにウサギには見
えなくもありません。今回はワラ
ビーの件はとりあえず置いておい
て、ウサギとネズミについて書い
てみようと思います。

ウサギ目と齧
げっ

歯
し

目
もく

　いきなり脱
だっ

線
せん

しますが、動物好
きの方なら「ウサギ目」と書いて
あれば「うさぎもく」と読み、生
物の分類上のカテゴリーのひとつ
だと認識される方が大半ではない
でしょうか。私ももちろんそのつ
もりで、原

げん

稿
こう

のアイディア収集の
ためにパソコンで「ウサギ目」と
検
けん

索
さく

してみました。すると、巷
ちまた

で
は「ウサギ目メイク」なるものが

流行っている
ようで（読み
方はおそらく
「うさぎめ・
めいく」でし
ょう）、きれ
いな女性の目
元の写真がた
くさん出てき
てドキドキし
てしまい、し
ばらく原稿に
手が付きませ
んでした。
　話を「うさぎもく」に戻

もど

します。
昔、ウサギは門歯の形状と、その
伸
の

び続ける特
とく

徴
ちょう

から齧歯目、つ
まりネズミの仲間に分類されてい
ました。しかし、その門歯の裏に
ある歯の特徴などから、20世紀
に入って新たにウサギ目が創設さ
れたそうです。いしかわ動物園の
ふれあいひろばや一

いっ

般
ぱん

家
か

庭
てい

でペッ
トとして飼われているカイウサギ
は、もともと1種のアナウサギか
ら品種改良で生み出されたもの
で、分類上はウサギ目ウサギ科ア
ナウサギ属アナウサギとなりま
す。対して、先にも書いたとおり
マーラはネズミの仲間で齧歯目テ
ンジクネズミ科マーラ属マーラで
す。つまり外見は良く似たウサギ
とマーラですが、単純に考えると
分類上は共に食肉目に分類される
イヌとネコ以上に遠いということ
になります。

実はすごい齧歯目

　ネズミの仲間と聞いて、みなさ
んはどんな動物を思い浮

う

かべます
か。前号で取り上げたモルモッ
ト、ペットとしておなじみのハム
スターなど、ぱっと頭に思い浮か
ぶだけでも結構な数になりません
か。それもそのはず、哺

ほ

乳
にゅう

類
るい

約
4000種の内4割以上が齧歯目だ
というのですから、当然のことな
のかもしれません。しかも、その
分布は南極大陸を除き世界中に広
がっています。熱帯に生息するカ
ピバラや北

ほっ

極
きょく

圏
けん

に生息するレミ
ング、砂

さ

漠
ばく

のトビネズミや水辺の
ビーバーまで、こうなると残りは
空だけかと思っていると、飛

ひ

膜
まく

に
より滑

かっ

空
くう

能力を得たモモンガを忘
れていました。そういえば、夢の
国の住人で世界的な有名人の、あ
の方もネズミでしたね。いやは
や、おみそれいたしました。

マーラはネズミの仲間

こちらはウサギ、似てなくもない
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　チンパンジーの丘担当　小山	貴弘

　バードストリート担当　小山	将大

チンパンジーのお見合い

フクロウの子育て

　いしかわ動物園では、チンパン
ジーを2つのグループで展示して
いますが、以前、1つにまとめよ
うとしたことがありました。その
時は闘

とう

争
そう

が激しく、計画は中止に

なったのですが、今年は
じめにイチローが死亡
し、大人のオスがモンテ
1頭になったこと、みん
な年

ねん

齢
れい

があがり、大人し
く？なったように感じら
れること、ハローの教育、
成長に親以外のチンパン
ジーとの関わりが大切だ
ということ等の理由か

ら、再びグループを1つにするこ
とを目指すことになりました。そ
のために1月下

げ

旬
じゅん

から、メロン、
ハロー親子と、サンドラ、モンテ、
キケそれぞれとの金

かな

網
あみ

越
ご

しのお見

合いを重ねてきました。ハローは
特に問題はなさそうでしたが、母
親のメロンは、ハローを気にして
か、少し攻

こう

撃
げき

的
てき

になることもあり
ました。何度もお見合いをした中
で、1番トラブルになりにくそう
なモンテと親子の組み合わせで、
4月から週に数回、短時間の同居
を始めました。初めはトラブルも
ありましたが、最近ではほとんど
無くなりました。グループが1つ
になるには、まだまだ時間がかか
りそうですが、なんとかみんなに
がんばってもらいたいと思ってい
ます。

　毎年熱心な子育てを見せてくれ
ているフクロウ夫婦のあいだに、
今年も可愛いヒナが誕生しまし
た。メスが1個目の卵を産んだの
は3月15日のこと。それから数日
をかけて計4個を産卵し、巣穴の
中で健気に温め続けました。そし
て1カ月余りが経った4月21日、
待望の1羽目のヒナの孵

ふ

化
か

を確認
し、遅

おく

れてもう1羽の姿も確認し
ました。孵化して間もなくは目も
開いておらず、母親はつきっきり
で面

めん

倒
どう

を見ます。では、餌
えさ

の調達
はどのようにしているのでしょう
か。母親が卵を抱

だ

いている時か

ら、巣穴に餌を運ぶのは父親の役
目。ヒナが誕生してからは、その
仕事にも、より精が出たように感
じました。こうして夫婦の愛情を
受けて育った2羽のヒナは約1カ
月で親鳥と見

み

紛
まが

うほどの大きさに
まで成長し、巣穴も狭

せま

くなった5月下
げ

旬
じゅん

、つ
いに巣立ちを迎

むか

えまし
た。巣立ったと言って
も、まだまだ子ども。
ふわふわの羽毛に包ま
れた、愛らしい姿を見
せてくれています。ま
た、巣立ったその日か

ら、ヒナたちは飛ぶ練習に勤しみ
ます。今では自在に飛んでみせて
いますが、時々木から落ちて枝に
絡
から

まるなど、親鳥が子から目を離
せない時期はもうしばらく続きそ
うです。

ながぐつ日誌

ながぐつ日誌

シリーズ

シリーズ

モンテ（左）とハロー（中）、メロン（右）

木に絡まってしまったヒナ

10



動物園とぴっくす

動物園とぴっくす

シリーズ

シリーズ

　動物病院　堂前	弘志

　飼育展示課長　山本	邦彦

アニマルタイム・獣医さんのないしょ話

バイカル湖を訪ねて

　来園者の方々に動物園の獣医さ
んになったつもりで動物の診察や
レントゲン写真での診断体験など
を行っていただく企画を初めて行
いました。まずはウサギの診察で
す。聴診器でウサギの心臓の音を
聞いてもらいます。ウサギの心拍
数は大体人間の2～3倍ぐらいで
すので初めて聞いた方々はその速
さに驚かれていたようです。ウサ
ギの心音を聞き、次に自分の心臓
の音を聞き、同じ生きている物と
して何かを感じてもらえたように
思います。他には病気のレントゲ
ン写真を使ってどこが悪いのかを

診断してもらいました。カンガル
ーやリスザルの足や手の骨折、釣
り針を飲み込み保護されたウミネ
コ、ボタンやファスナーを飲み込
んでしまったオランウータンな
ど、みなさんうまく診断されてい
ました。コビトカバのエ
コー検査での妊娠診断や
出産シーンなど動物園で
も貴重な動画も見ていた
だき、動物のことも少し
知ってもらえたのでは、
と思います。
　一度やってみたいと思
っていた企画でした。

人が集まらないのではとヒヤヒヤ
していたので、始まる前に行列が
できていたのにはビックリです。
初めてで手際が悪かったのです
が、これに気を良くして回数を重
ねていきたいです。

　5月の中旬に当園でも飼育を行
っているバイカルアザラシの故郷
を訪ねてきました。バイカルアザ

ラシはロシアの南東部に位置する
バイカル湖だけに生息する、世界
で唯一淡水に棲むアザラシです。

このバイカ
ル 湖 は 約
3,000万年
前に海から
切り離され
て以来、長
い時間をか
けて淡水の
湖へと変わ
ってきまし
た。最大水
深は1700

メートルもあって、透明度は世界
一を誇ることから「シベリアの真
珠」などと呼ばれて、世界遺産に
も登録されています。湖畔に立っ
て遠くを見渡しても対岸は見えな
いので、まるで海に来ていると勘
違いしてしまいそうです。そっと
湖水に手を入れてみると驚くほど
透明でそして冷たく、水温は4℃
とのことでした。冬の期間は氷に
閉ざされていた湖も、春から夏へ
と様変わりするこの季節、湖の周
りのシラカバやシベリアスギを初
めとする多くの木々は、美しく生
命力に満ち溢れていました。

アニマルタイム・獣医さんのないしょ話

展望台からリストビヤンカの方向を望む
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https:/www.facebook.com/ishikawazoo.official

２０１7　夏　Vol.18-2

Vol.18-2
夏2017

3/1 ホクリクサンショウウオ産卵開始

3/3 カピバラ（シュウ）死亡

3/6～7 ライチョウ会議参加（台東区）

3/9 エボシカメレオン初産卵

3/13～14 日本飼育学術大会参加（渋谷区）

3/14 トモエガモ1羽死亡

3/15～5/22 特別展「天然記念物のいきものたち」

3/15 ヒョウ（ハッピー）死亡

3/18 コビトカバ赤ちゃん命名式（ミライ）

3/18～19 日本カメ会議開催

3/21 マゼランペンギン（クロ）死亡

3/24
マーラ出産
オカメインコヒナ確認

3/30 トキ産卵始まる

3月中
レクチャー4件、講師派遣1件、動物園工房1回
鳥類9羽　哺乳類4頭　保護

4/4
スバールバルライチョウ♂1羽死亡
オカメインコヒナ人工育すう開始

4/5 イヌワシ抱卵確認

4/9 カルガモ産卵始まる

4/11 ツルたちの水辺再開

4/14 マーラの仔（マッチ）一般公開開始

4/16 菜の花フェスタ参加（能見市）

4/19 オオコノハズク産卵確認

4/21 フクロウ孵化確認

4/26 中部ブロック園館長会議参加（三島市）

4/27 ワオキツネザル舎でホウシャガメ展示再開

4/29～5/7 春のふれあい祭り

4/29 トキ孵化始まる

4月中
レクチャー3件、裏側探検1回　動物園工房1回
鳥類8羽　哺乳類6頭　保護

5/3 ヒツジ毛刈り実施

5/7 マゼランペンギン孵化始まる

5/16
金沢動物園よりアミメキリン♂（ジャンプ）
搬入

5/18 モルモット（ミミ）死亡

5/19 富山市ファミリーパークへオシドリ卵10個搬出

5/21 オニオオハシ産卵確認

5/22 カルガモ孵化始まる

5/23 日本動物園水族館協会総会参加（高知市）

5/24 フクロウ巣立ち始まる

5/27
トキ里山館でトキのヒナ公開開始
グリーンウェイブ2017実施
カイウサギ（チャージ）死亡

5月中
レクチャー12件　裏側探検2回
鳥類86羽　哺乳類7頭　保護


