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1996 ドゴン族F膏い狐」の占い

西 戸フリカにあるマリ共植の中央部、ニジエー

ル川に沿っ定サハラ砂漠南縁の吃燥しだサ

バンナ地獄は、年聞の雨量ガ200ミリ前後、とき

！こは日中の温度ガ50度を越えるきびしい環買です。

ここにドゴン族と時ばれる人だちガ住んでいます。

この人だちは自分たちの部族lこ伝わる天地創造の

神話の教えを、現在も生活｜ことりいれているひと

で知られています。その中で人と動物のかかわり

がさまざまな意昧をもってききられているのです。

たとえば穀物倉の扉の彫刻にもそれガ表わされ

ています。陸ガメは家族の畏の象徴として大切で、

頭をさc.1こ向けているあいだは良いことガあり、右

！と向けだら不幸ガおこると言われています。トカ

ゲは家の守り樽、ワ二は水の神、太陽はヘピガ自

分のしっぽをくわえて同を鎗いているようすで表

現され、しっぽをはなすと世界の終りとか…。

そ の扉給のなかで、占い師ガキツネを前に地

薗を見ている給ガありますガ、その様子を

実際｜こ現地で見せてもらうことガできましだ。占

いは村はずれの神聖な広溺で日暮れにおこなわれ

ます。長老の占い師にゆるしをえて、履いている

靴を脱ぎ、太陽で焼け芝フランスパンのような熱

い聖地にはいりましだ。私は「この旅行を無事に

E耳石~
私は、昨年10月末、宝塚動組物聞から婿入りしま

した．今年で19歳になります．婆のユキコより 2歳
年上で、お似合いのカ γ プルと思っているんだけ
ど、ちょっと思い上がりかな．かわいい子供がはや
〈ほしいなあ．じゃ、動物園でまた会いましょう l

（撮影．森本委利）
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3一一動物と私ドゴン族『青い狐』の占い（浜 裕夫）
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ネズミ 目 ネズミ科

Micromys minutus 

約1.700種もいるといわれる
ネズミ自の中で憲もぶさな部類
のネズミです。ススキ等を使っ
て、まるで小鳥の泉と間違うよ
うな巣を作り子供を育てます。
夜行性動物舎で展示しています。
見落としのないようにネ。

（燭影：大野草創意）
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裕夫さん

CDOGONの会〉

終えることガできるでしょうか」と聞きましだ。

占い師は、じゅもんをとなえながら根で地面をな

らし、片手の砂で地面にふしぎな図形を描いてい

きます。ところどころに木片や小石を置きさらに

砂でふちどりをして最後！こ小石で囲いをします。

そのあと固いのまわりにピーナッツをまき、ヒョ

ウタンの器に穀物で作つだあ酒を入れておきます。

この広渇のまわりは大きな岩ガゴロゴロしだ地形

で、その岩穴に「宵い狐J と呼ばれるオクロスナ

ギツネガ住んでいます。このキツネは神話の中で

は、神の最初の子でありなガら欲望のままに行動

して世界創造のき十圏在めちゃめちゃにしてしまい、

その罰としてキツネに変えられて追放され疋 rユ

ルグ」という仰の子の化身なのです。キツネは人

聞の雪3穫を話せないので、かわりlご地面に残す足

跡で、得のき十画つまり未来を人周に話すようになっ

たのです。このキツネガピナッツとあ酒lこさそ

われて夜lこ出てきて図形の上lこ足跡を残すのです。

よく朝その渇所にもどり占い師からユルクの知ら

せを聞きましだ。「無事に目的はかなえられます

よJと。人の親指ほどの大きさから小指ほどのか

わいいものなど3～4種類の大きさの足跡がつい

ていましだ。さらに占い師は「ユルクの飲み残し

だあ酒を飲めばさら｜こ良い結果ガえられます・－－」。

少し酸っぱいにごりのあるお酒を飲ませてもらい

ました。

PJl ＞－莫｛じするサバンナの地に｛主む人たちの生活

ー’ は厳しい自然との共惇ガ実にうまく行われ

ています。動物や樋物は、生活の規範となる挿話

の中で意味をも定せることによって大切にされ、

そこに暮らす人たちのやさしさは、お互いに助け

あわなければ生きていけない環焼から生まれだの

です。

〈はまやすお〉
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り、ガス管を怒って爆発事故を起こすという新聞

記事もよく見かけられます。

新幹線のネズミ

少し古い話でみすが、昭和47年10月15日午後9時

15分ごろ、品川駅構内にある列車集中制御装置の

東京と三島閉め表示板のランプが突然消えました。

係員が調べたところ、信号制御板の裂の配線がネ

ズミにかじられてショートしたものと分かりまし

た。また、新幹線の列車内部のATC指令装置が

ネズミにかじられた事故も発生しています。ある

私鉄では、特急車内にネズミが出没して大騒ぎに

なったことがありました。夜間に粘着トラ ップを

配置したところ1晩に20数匹捕獲されました。割

査した結果、終着駅に停車中にクマネズミが内部

に侵入し、 ，ー－ーーーーーーーーー-iUli限馳 f九一
車内で甥E殖 ~圃・・・・・・・・z ヲ国主’ 季4
したものと ・画面・・・・・・・・・回覧歪盈語~＇
分かりまし ・・F司・・・・・v；宝誼~~：＝ "'' 
た。ネズミ 圃圃－－~司圃圃圃圃圃圃. ＿.，.園田国 ・ぜ

は走行中に

は車輔の天

井裏に時．れ

て、乗客が
いなくなる ピーナツを食べるネズミ

と自動ドアーを伝って下りてきて、車内の座席の

下に乗客がこぼした食べ物を食べていました。

病気とネズミ

ネズミが媒介する病気でもっとも恐ろしいのは

やはりベストです．先にお話しした14世紀の大流

行を鋒頭に幾度も流行を繰り返しています。 日本

でも明治32年に流行があり67名の人々が感染し60

名が死亡しました。一昨年の9月にはイン ドでも

流行がありました。

400日以よ毒事耳を食べて も死なないスーパ ー

ラッ ト

ビルのクマネズミは警褐弘、が強〈、殺鼠剤が入っ

た毒餌にはほとんど口をつけません。かろうじて

喫食がみられるのはワルファリンという累積毒の

殺鼠剤です。これは微量でも数日間連続して食べ

ると効果があらわれます。 しかしながら、すでに

初年以上使われているので、抵抗性がついてきて

おり、 441目、この理事餌だけ食べても死ななかっ

たという記録もあります。このように都市化が:i1皇

む中で、野生から人聞社会に侵入して来たネズミ

逮は、実にたくましく生きて来ました。これらの

ネズミは人聞社会に具合の悪い結果をおよぽすの

で駆除することになりますが、これには1人1人が

食べ物や生ゴミをよく管理して、整理整頓、清掃

に心掛け、ネズミに餌や巣を与えないことが2重要

となります。

みつぐ）
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に家の中に

まで出没す

ることは少

ないようで

す。床下を

見ると配水

管のまわり

に隙間があ

り、 ドブネ

ズミは下水

から侵入しています。で水は都市部では公共下水

道に直接放流されていますから、下水管の中の残

飯を餌に して、床下に巣穴を掘って生活している

例が多いようです。

埋立地のドブネズミ

都市における廃棄物処分の仕方が社会問題になっ

ています。東京都では夢の島でゴミ処分を行って

きました。ところが、昭和58年に腎症候性出血熱

という病気が蔓延したため、この埋立地でこのウ

イルスを媒介するネズミの駆除をすることになり

ました。この時、 5日間で捕獲器で捕まえたネズ

ミは約400匹、その後殺鼠剤で駆除したネズミは

2 200匹を越えたといいます。これらは全て ドブネ

ズミでした。ハエ問題と併せて過密都市のひずみ

と言えましょう。また、話題となった関西空港で

も、建設中にドブネズミが繁殖し、大阪府ペス ト

コントロール協会で駆除を行いました。

古来、アジアでは幸運を呼ぶ動物として崇めら

れてきた．ネズミですが、近代都市ではどうも人

聞社会にいろんな被害をおよぼしているようです。

コンビュータの被害

コンビュータ室を備えたインテリジェントビル

が増えています。部屋の床はどこでも剥がせるよ

うになっていて、ケープルが縦横に張り巡らされ

ています。室内は空調が効いており、年聞を通じ

て快適な環境です。また、コンビュータが発する

周波数がネズミを呼ぴ集めるともいいます。ネズ

ミがこれらのケープルを留って、機械が故障する

原因となっています．ある銀行では、オンライン

がストップしてしまいました。情報社会の今日てみ

は深刻！な問題です。

ピルの停電事故

東京のあるホテルで、地下の電気室にネズ ミが

侵入し、高圧変電器にネズミが触れ短絡事故を起

こしました。そのため会館停電となり、エレベー

ターは止るし、屋上の高架水槽の水は空になり断

水はするやらで大騒ぎとなりました。このような

事故が頻繁に発生しています。

ネズミが放火犯

東京都内のある ビルの地下1階のレス トランで、

調理場から出火、消防車が15台出動しました。出

火原因を翻べたところ、炊飯器の上の排気ロにネ

ズミが雑巾を持ち込み、これに火がついたものと

分かりました。ネズミが配線を留りショートした

) 
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冬を越します。都会では港湾地区の倉庫に多くい

ます．

ピルの中で殖えるクマネズミ

クマネズミはドブネズミに比較して体力的に劣っ

ており、徐々に締め出されていく傾向にありまし

た。ところが、東京オリンピックを契機にピルの

建築ラッシュが始まると、運動能力にまさるクマ

ネズミ は、各階にノマイプやケープルが貫通する復

維な構造のピルに侵入し繁殖を始めました。駐車

場やドアの隙聞から侵入 し、各階を貫通するパイ

プやケーブルを登ってビルの中をどこへでも移動

することが可能です。そのうえ、ビルの中は空倒

設備が盤いl年中竣か く、天井や壁には内装材が

張られ、出入り自由な隙間だらけですし、食料は

量豊富ですからネズミの隠れ家としては最高です．

ちょうど古巣のジャングルと同じ環境となったの

です。現在

では、東京

や大阪など ー－ 岳 〆

大者附のピ ，~ tt
Jレには多数 ~＼.

のクマネズ E・r... ゆ．．．．． 、軍
ミが生息し ・・・L l 

ています。 ．，田島ι·~
-- －－＿＿..よE ・・・・・・・....＿.... d ・圃』

l日に100頭 生後20日目の子オ・ズミ。1対のネズミは
以上も捕獲 1年間に9400匹にも殖える。

されるビルも珍しくありません。

ところが、札幌など北海道の都市にはクマネズ

ミはあまり多く見られません。この理由は学会な

どでも議論されています。北海道は道路の幅が広

いのでネズミが移動しにくいためだという研究者

もいます。たぶん、冬季の気温の低さが原因であ

るように思います。ちなみに、ロンドンなど札幌

と同じ緯度かそれより緯度が高い都市ではクマネ

ズミは少ないようです。

ねずみ駆除協議会では、平成4年に世界の都市

のネズミ実態調査を行いました。この結果、日本

の都市のクマネズミの繁殖が異常に多いことが明

らかになりました。 これは地震国である日本の建

物の耐震構造に原因があるように思います。すな

わち、石や煉瓦づくりに比べて隙聞が多〈、ネズ

ミの移動や住みかとして最適な環境となっている

からです。

下水道で勢力を伸ばすドブネズミ

社団法人日本ペストコントロール協会（害虫を

駆除する専門業者の団体、ペストとは英語でやっ

かいもの、有害なものをいいます）では、各県に

害虫相談所を置き、住民の相談に応じてい ます。

その相談件数の上位にネズミがランクされていま

す。以前とちがって、町内会で毒併を作って一斉

にネズミを駆除するようなことはなく なったので、

ネズミが出たらどうしたらよいか分からない人が

ほとんどなのでしょう。調査をしてみると、天井

や塁遣の中で音がするというのがほとんどで、実際

古 来、アジアではネズミは幸運を

日乎ぶ動物と して崇められてきま

した。たとえば、ヒンドゥ一教の商

売の神様として信仰を集めているガ

ネーシャの乗り物はネズミです。ま

た、日本でも古事記の記述にあるよ

うに、須佐之男命が大国主命を焼き

殺そうと野原に火を放ったところ、

ネズミが助けてくれたことから、 大

黒天の足元にはネズミが描かれてい

ます。このよう にネズミを敬 う風習

が今でも残されているよ うです。一

方、西洋では14世紀にヨーロ γ パで

流行したペストにより 当時の人口の

4分のlにあたる2,500万人の人々が死

亡しました。この原因はネズミに寄

生したノミがベスト菌を媒介し、や

がて人から人へと感染していったも

のです。このため、ヨーロッパでは

ネズミはひどく嫌われています。こ

のようにネズミに対する見方は国に

よって大きく異なり ます。では都会

にはどのようなネズミカずいるのか紹

介しましょう。

日 本の者II会には主として3種類の

ネズミが生息しています。クマ

ネズミ、ドブネズミそしてハツカネ

ズミです。クマネズミはもともとは

東南アジアが原産地で、東西貿易の

発達により全世界に拡がりました。

そのためShipratとも呼ばれていま

す。熱帯の森林地帯で樹上生活して

いたため運動能力に優れ、垂直飛ぴ

は1メートル、水平飛ぴは 1.2メート

ル、 15メートルの高さから落ちても

怪我をしません。
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~織を渡るクマネズ ミ

ドブネズミの原産地は中央アジア

あたりで、地中に穴を掘って巣を作

ります。大変泳ぎが上手で、 1分間

に5～8メートルも泳ぐことができま

す。

ハツカネズミは野生のものは暗褐

色で、農耕地の周辺で生活し、秋の

収穫が終わると農家や納屋に侵入し

木

＝貝

ね
ず
み
駆
除
協
議
会

フE



l僕カヘネズミに 1
1こだわ3理由 ~ 
J弘ーー＝白白白白目白目白目白揖も

バ弘 年はネズミ年ですから、年賀状や街にはネ

ーフ ズミの絵があふれていることでしょう。彼

等はきっと可Z’かったり、キリッとしていたりし

て、それを見る皆さんもこんなネズミなら“まあ

許せる” くらいのレベルでし ょう。ではすこし想

像してください。本物のネズミが、横でジ γ とあ

なたのことを見ている場商を。きあ、それはどん

なネズミでしたか。“まあ許せる” レベル、それ

とも・・絶対併せない”レベル、どちらでしたか．

当閣の夜行性動物舎では、ネズミを展示してい

ます．（詳し くは、なきごえ1995年5月号を見てく

ださい。） ネズミを見る入閣者の態度は約半分が

“併せない”です．

話は変わりますが、 飼育係をしているといろん

な人に同じ質問をされます。

「いいお仕事ですね。動物が好きなんですか。 ど

んな動物を飼育されてるんですかjと。質問者の

自には、未知のものを期待する色 が浮かんでいま

す。 ”野生動物と人間が肩を並べて触れあう春の

畳下がりのようなポカポカした話が僕の口か ら出

てくるんだろう”と考えてるんだろうと思うと少

し惑い気がしないでもないのですが、ハッキリと

こう答えています．

「ネズミを飼っていますJと。

その途端に相手の顔に少し影が走ります。

“ちょ っとヤパイんじゃない、この入。早〈話を

切りあげた方がよさそうやね！！”

「あ一、そうですか、大変ですね。と ころで…J
とネズミという言葉を出すと、多く の場合そこ

て・話が終わってしまいます。

1996年は維が何と言おうがネズミ年。これはも

う仕方がないことです。だからネズミ嫌いのあな

たも倹の話を続んでください。言っておきますが、

ネズ ミが好きな人はオタクでもちょっと危ない

（見ている分には面白いけれど友達にはなりたく

ない）人でもありません。もし、そう思ってる人

は、絶対、 100%間違ってま すから、とにかく今

回の話を続んでください。

.. ス：ミは、留歯目（げつしもくと読みます。
a，，、
•. たまにげつぱめと読む人もいますが、それ

は間違い）またはネズミ自に分類されている動物

でそのうちネズミ亙自に属します。その中でネズ

ミ科にはどれくらいの種類がいるかというと 1155

種が記録されています。 目前乳類が約4300種いる中

て＼ネズミ科がその%を占めているわけですから、
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アフリカタテガミヤマアラシ
ネズミの仲間（ネズミ目）です

その種類の多さがわかるでしょう。笑は多いとい

うことは、その分布も広いということ で、現在で

は南極大陸以外の世界中の町から高山、砂漠にい

たるあらゆる環筏に適応して生活しているのです。

しかも、大部分のネズミは人聞の生活放とは離れ

たところで暮らす、いわゆる野ネズミなのです。

戸宅『主・~ ·~I ところで
、い＂ .‘ . tモ~；！~い~ ,・ ，］アナタはネ
λγ、νゐ 1・111 .－）＇.＇＼.んtズミが好き

内役立ですか．嫌

~1~ いと思っ た
人は野ネズ

ミを見たこ

とがないの

ではないで

カ ヤ ネ ズミ しょうか ．

ふつう都市生活をしていれば見かけることはあり

ませんよね。きっと、アナタが嫌いと言ったネズ

ミは家ネズミのことでしょう。先述したようにネ

ズミの仲間はざっと1155績です。そのうち家ネズ

ミは3種。あとのネズミのことは知らないで“ネ

ズミは嫌い”というのは、 頭の良いサルの仲間で

ある人間としては、ちょっとフェアーじゃないと

思いますがいかがでしょうか。多くの人は、実物

を見ずネズミをイメージの世界からのみ判断して

いるのではないでしょうか。それは何故。簡単な

づ

ことですね。ネズミのことをよく知らないからで J) 
す。ネズミといってもすごく多くの種がいるネズ .../ 

ミの仲間のうち今回は大阪にいる野ネズミについ

て話をさらに進めましょう。大阪のネズミの生態

については、なきごえ1994年9月号の「身近な夜

行性動物～ネズミ類～」の中で、甲南高校の恩t也

実数愉が詳しく書いていますからこれをぜひ参考

にしていただくとして、この稿では、野ネズミの

役割をお話しします。ネズミの嫌いなみなさんの

頭の中にあるネズミ像は、主に前ページの「都市

のネズミ」 に出てくる家ネズミたちによって作ら

れていると思われますが、それとて、ドブネズミ

とクマネズミの遣いがわからなかったり、ハツカ

ネズミといえ』ま白いマウスのことだと思ってたり、

ずい分とおおざっぱな知識だと思います．家ネズ

ミ逮は、文字通り人と共にその生息域や数を拡大

していったネズミで、自然について鱈ろうとする

時には、生態系の中で重要な役割を果たしている
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野ネズミを知ることが、とても大切なことになっ

てきます。もちろん人類の生息域を生態系からは

ずして考えると言っているのではなく、主に野生

動物が今生きている場所について考えてみるとい

うぐらいと思ってください。

大阪にいるネズミ亜科に属する野ネズミは、カ

ヤネズミ ・ヒメネズミ ・アカネズミです。 “彼等

がいる”ということは、何を意味するのか。単純

に考えて動物たちには“食う一食われる”という

関係があ ります。そこにネズミがいれば、 それを

食う動物 （イタチ・テン ・タヌキ ・キツネ へ ビ

類やフクロウ類）が生活できる可能性があると言

うことなのです。食物連鎖のピラミ ッドの動物の

中てヘいろんな動物を支えているのは、野ネズミ

たちなのです。それだけではなく、森林に住むア

カネズミやヒメネズミはドングリを食べています。

秋に実ったドングりをいろんな場所に貯めるので

すが、その際に虫を採ったり、ドングリを遠くに

運んだりします。ドングリは、発芽後の生存率は

親木から離れるほど高くなります。つまり、ネズ

ミが餌として運んで貯めていて、うっかり忘れて

しまうと （どれ位の割合なのかわか りませんが、

よく忘れるそ うです。）そ こから芽が出てドング

リの子孫がふえるわけで、木にとっても都合が良

いというわけです。このように野ネズミは食物連

鎖の植物や昆虫と動物を結ぶ役割もこなしており、

森林の生態系において大変量聖書な位置にいるとい

うのが、理解していただけたでしょうか。もちろ

ん、どんな動物も各々の位置をもっているのです

が、ここで言いたいのは、ネズミは決して人に 害

を与えた り、病気を広めたりするだけの動物では

ないとい うことです。たしかに野ネズミの分を悪

くするかもしれませんが、病気の原因となること

もあります。明治から大正時代にかけてハタネズ

ミに寄生するツツガムシの唾液の中にいるリケ ッ

チアによって引き起こされた 「ツツガムシ病jが

あり、現在でも、アカネズミに寄生したダニによっ

てツツガムシ病は起こっていますが、だからといっ

て野ネズミを悪者にしないでください。そんな事

を言うなら、人間なんてどんなにたくさんの病原

菌を持っていることかよく考えてみてください。

さあ、ここまで来ると、皆さんもすこしはネズ

ミの事を見直していただけていることでし ょうね。

さて、大阪

にいるネズ

ミと書きま

したが、彼

等はどこに

し、るグ〉て与しよ

う。 聖子ネ ズ

ミだから山

ι J ・』九 守...，~ ‘深い森林の
ドブネズミ 中で人知れ

ず暮らしているのでしょうか。もちろん僕だって

大阪会土を制査したわけではありません。でも淀

川河川敷や南港や人里からそう離れていない山な

どで確認されています。ほんのすぐ側にいます。

ただしアカネズミやヒメネズミは夜行性であった

りアカネズミなんて小さなネズミだから気づく人

はほとんどいません。すぐ近くで野ネズミたちが

いるのに知らないのです。人里近くの山では、宅

地開発で森はなくなり、川岸ではススキがのびて

いると虫が発生したり見た目が悪いといっては刈っ

てしまったり、さらに見ぱえのよい芝生を植えて

公園にしてしまったりしています。そこに聖子ネズ

ミが生活しているのに、 ~f主も知らないから維もた

くさんの動物を殺したなんて思いもよらないので

す。人聞社会の便利追求のためには、それは悪で

すらないのです。でもとても怖いことだと思いま

せんか。ゴリラやパンダをコアラやトキを絶滅か

ら救お うと

考えてる同

じ人が平気

でちいさい

がために生

息している

ことが気づ

かれない聖子

生動物の家

を奪ってし

まっているのです。このような行為が自然破機へ

むかつて止めどもなく続いているのです。

動 物園の役割lは 「環境判明Jと「種の保

存」です。 「砲の保存」って何でしょう。狭

い意味では、例えばトキという希少種の烏を生か

し続けると考える こともできるでしょう。でも本

当にそれだけでいいのでしょうか。動物園に行け

ば、絶滅した動物に会える。それで「種を保存j

したことになるのでしょ うか。僕の答はNoでみす。

穏の保存の本質は何なのでしょうか。僕はネズミ

が好きです。だからと言ってネズミを食べる イタ

チが憎いということではありません。それとこれ

とは別の絡なのです。ネズミ 1頭を守るというこ

とは、彼らの住む場所を守り 、木を守りネズミを

食べる動物を守り、全てを守るということなのだ

と思います。ネズミを取り巻〈環境を私達が知る

ということは究極は人間という動物の最後のより

どころとする環境を知ることだと考えています。

地球規模の環境破壊が進む今、地球規模の環境

学習が必要です。そのためにも僕は大阪の子供た

ちに“大阪の環境学習”が大切だと思っています。

天王寺動物園の角隅にある夜行性動物舎で、僕が

ネズミにこだわる理由は、こんなところにあるの

です．

（飼育課早川篤）

7 
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． 名前を付けてくれた人たちへの
お礼のプレゼン卜。
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グラフzoo
コ？ラガゅうて来芝
天王寺動物園80周年を記念してメルボルン動物園より
10月ア日にビクトリアコアラが2頭贈られてきました。
10月10日のコアラシンポジウムで公募した愛称を発表
し、11月13日より展示場に移して公開しました。新し
いコアラをぜひ見に来て下さい。

づ
贈られたコアラの写真をご披露

記念シンポジウムで講演する
メルボルン動物園のピーチ氏。

10月10日シンポジウムにて

0 

・S 

会場からコアラについて
興昧ある質問が出ました。

'..I 
》

質問に答えるメルボルン動物園と、
天王寺動物園のスタッフ。

高

． 

9. 



⑤〉たlま早＇＂c::ん｛ニネズミα長示室左
案内し2もらいまし在。 一

こ町農元宮｛本ドブネズミ小室ヒ

志づ之いますが’‘らのまま環境

石印震がつってと叫ヒ書~ii三年氏が
日占うれ、汚れ帥也下室めように不没白

雪が：うまぐっ〈られコυましT三。

JO 

ドブネズミがは7J..・こるこん苛

とこ3（：：：：..往診十1三＜1旨し1と患い

まし在。

島由や？ネ左食パ’Z予定1q仇 l

芦TII （葬~~ピ｛乙イ主んZ・4lる。
ぺ、;tuE主さ？ものt~.＂！ナじ大会7ヲ｛三
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ピ’ち今も森林（：：：イ主たが‘

/7かネスミl玄白本Ol塁手ネス叶
ミ句イゼ表ヒ向、…。

お葦ィ建

⑮ －；U)摩王室lま

キズ主GHP-Z・－fr与ノ，，~
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) 

喜和上I::10c叩くう＇ ' 
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をうZ’す。
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11/ l.先月入園したメスのメガネグマを一般公

開しました。

11/ 4.キジ類の寄生虫予防のため、駆虫薬を投

与しました。

巨主堅Kl10月15日
から開催して

いた“秋の動

物と花のフヱ

スティパル

・85”の最終守ぷ

日、 “こんに ,.; 1ャ、~~；. ー、
ちは動物君” 暗証IL』 血阻む守 層、

で飼育担当者がコアラと腿虫類のお話を

しました。

先月四日に産卵していたフンボルトペ

ンギンが2個目を産卵しました。これで

2ぺアがそれぞれの巣で2個ずつ、合計

4個の卵を抱卵しています。

ITI互冨 先月入園 ~－~ I ~ 11 
し、寝室に慣 令仰i.日 ・・1＜、－ j1 "' ＇ι....u-’T 也、 I - II.Ii 

らしていたホ ：.；；／1・:1・:1ノ%、 ；~ 
ツキヨクグマ 1七九九千 ：~ r · ＜ ~ 刊
のオス“ネボ ‘＂・ <,. ··~ －·~t'' . 
スケ”を、一 品 、 血

般公開準備の “

ため展示場に ＇＂~日枇

出しました。早速広いブールに入って、

泳いだりボールで遊んだりしていまし

た。

ll/7.アオウミガメが肺炎に力、かったので、隔

離して治療を始めました。

11/8.ホッキヨクグマのオス“ネボスケ”を

般公開しました。

ll/10.ヒョウモンガメが産卵しましたが、残念

ながら破卵してしまいました。

11/12.アカカンガルーが奈尾しました。

I 1 1月13日｜先月浜一

松市動物園か

ら来園したシ

シオザルのオ

スと当園生ま

れのメスのぺ

アの同居展示

を始めまし

た。

チンパンジーのメス“アップル”の定

期健康診断を行いました。この後、他の

チンパンジーやオランウ タンについて

も行う予定です。

l 1月 1日から一般公開したメスのメガ

ネグマをオスと、同居させました。

ll/15.ネズミの仲間であるヌートリアが岡山市

の池田動物園から入園しました。

気温が低くなってきたので、キリン舎

今月もおもしろ情報満載

Z O  

に暖房を入れました。

I 11月17日｜オオミズナギドリの幼鳥を l羽保

護しました。体力をつけた後、自然にか

えす予定です。

ll/18.動物園のおじさんのお話

を開催しました。

111月21日｜ 日月 ~ 
にワシン

トン条約

違反で緊

急保護し

たアオメ

キパタン

5羽を小 ¥lUMIT11t... 
鳥舎で展示しました。この鳥はニューギ

二アに生息し、冠羽は黄色で全身の羽は

白色をしたオウムの仲間です。

ll/23.フンボルトペンギンが産卵しました。以

前とは異なるペアです。これで 3ペアが

産卵したことになります。

ll/27.コアラ全頭の体重を測定しました。これ

は健康管理のため毎週行っているもので

す。

l l/28. ~虫類生態館“アイファ一”で展示して
いたミシシッピーワ二が怪我をしたので、

隔離して治療を始めました。

・お知らせ・

・動物園のおじさんのお話

「ネズミのお話J
日時： l月21臼日午後11湾から

集合：レクチヤールーム

J1 



愛ある暮し、応援します；

近鉄百貨店

DEAR LIFE BOOKS 

生態・飼育・図鑑：~認さす
~・E・... 福島u・＂＇＇＂＂~哩.，~－・2も：；:i~ヨ圃11111中川選朗・岩合徳光／監修

85変型判・ オールカラ一

定価680円

85変型判・オールカラー・各定価680円

むしくS対かた
動物悶で暮らす線々な生き物達、

自然の中ではどんな暮らしをし

ているのか？ 動物園での世話

の仕方はつ fl！•聞はワ など、

写真と精密イラストをま‘じえ紹

介します。

ちいさ1clいきものお足
昆虫以外的小島幸生き物を320
HI車百介。

お求めは、お近くの書店で。 会ひかりのくに株式会社 本社／〒543大阪市天王寺区上本町日時768-1151
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（営業品目〉 製造機械・保温機 他

生コーン・袋詰ポップコーン・原材料一式

（株）増田食品 f~6~ ~~fl黙雪苛？

M

－J
U町

一

一

m
w
g
g
 

－2
5
 

4
’

脚

胡

h
制

動

臨

動物の生態を描く唯一の文学雑誌

｜ 動物文串
昭和九年平岩米吉によって創刊

本誌は生態研究を基礎として動物文献を収集整理する
とともに、シー トン、ザ、／レテン、パイコフ等の諸作家

を紹介した本邦動物文学の母胎です。
〈研究 ・考証 ・記録 ・随筆 ・翻訳等を掲載〉

会費／年1,500円 （切手72円・ 呈既刊号目次）

動 物
品Lι
寺」

〒152東京都目黒区自由が丘3-12-2 電話03(3717)1659・振替・東京5-9800

A
Q
玄文

J 
新作

群f「楽しい天王寺動物園」
19分 （10本常備）

・対 象／保育園・幼 稚園・小学校 の先生

・貸出期間／10日間

・貨 出料／無料（但し郵送料510円は必要〉

・申込先／当協会まで手紙かハガキで

お申込下さい。

天王寺動物園の本
入園の記念・手引に－

オールカラ－

500円

コアPテν~：.ノカード（限定販売）
好評発売中主800(50度用）
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圏内売店にあり ます。

大阪市天王寺動物園協会 干543大阪市天王寺区茶臼山町6-74 ft (06) 771-0201 
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動物ぬいくやるみは
子供のゆかいなお友達

””’nu各種ぬいぐるみ企画・製造・卸肘l川

＝’＝~号:Jti
大阪市平野区西脇4丁目 5番22号
TEL: (06)704-8 5 8 0 

FAX . (06) 704-8 5 6 5 

有限会社

号 547

お食事・飲もの・おみやげ

、”

之〉．
~ 

電話（078)221-8195（－閃

商
神戸市中央区中山手通3丁目11番4号

兵庫県小野市来住町15 1 3番地

・医学実験用動物

・宣伝用、テレビ用、貸動物

・原色世界維類図鑑（34~重1枚もの）要郵便券250円

Jll 有限会社

本社

飼育場
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LOTTE たのししい動物のお話ミは、

ガイドマシン（動物説明機）で、どうぞ．ゲ

関西特機株式会社

電話 06-762-2333

1回 20円圏内、主要動物舎
30数カ所にあります
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・ライチミッヲス ・ストロベリー ・アッコカレ ・ピーチ ・フルーツミッヲス

｜ 釘いし創立、産地のよさでれ ｜ 
台湾のライチ、フィリピンのナタ・デ・ココレマイナッブ勺ν ・ライチミックス

国産の女峰、オレゴンのトーテム、中南米のチャンドラ一、季節の旬を追って一一一一一・ストロベリ一

日本の富士、中国・緯国の国光．それぞれさ引、U・季節の ・アァフラレ

桃心、えば中闘です．そして韓国。匂に一括収穫した白桃で ・ピーチ

アフ．リヨット、メロン、アップ如、パイナッフラレ、ミカλ果物径の ．フルーツミックス

組 ，j売価絡・糊 各 100円

。＠＠＠
新発売

一日

。圏内3ヶ所（南園高架下・北国

中央デッキ北側・北園高架下）に

各種とのりものとがあります。

久竹娯楽株式会社
TEL (06)541-3938（代）

愉快に

たのしめる
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