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111111111動物色私 111111111

一石コロはココロの友達一
石コロの動物をつくって・．．

青 空に、ポツカリと肘んだ臼い雲や、土壁

のシミや、天井の模様がいろんなモノ！こ見

えて、喜んだり、おどろい疋り・・。

そんな子供の頃、四国の川原でみつけた石コロ

ガ、家で飼ってい芝ヒヨコに見えましだ。それが、

石コ口の動物との最初の出会いでし定。あれから

すっかり石コ口にハマッてしまつだのです。

今までにどれくらいの鍛の石コ口の動物達を作

ったかわからないガ、少々、出来の悪いものでも、

それなりにかわいく、面白い。仕事柄〈漫画を抱

いています〉戸イデ戸につまった時など、気分強

換に石コロをみつめていると、なんとなく楽しく、

時間のたつのも忘れてしまいます。自然ガつくっ

疋ものの中｜こは、びっくりするほどすばらしい発

見がり、あら定めて、自黙って面白いな戸と思い

ます。

II lゃ、海岸、道路や公園でみつけだ石ゴロガ、

今、かわいい動物になり、手のひらの上で

遊んでいます。時々、石コロの動物を一匹リコツ

~マの…問時園2
今まで、 白色系のラ？しかいなかった所に神

戸市立王子動物園からやって来た褐色のラマで

す。最初はグループ。から少し浮いて見えました

が、今ではすっかり溶け込んだようです。
（撮影：萩原祐二）

2一一一NewFaceラマの新しい仲間が来園（萩原祐二）

3一一一動物と私 一石コロはココロの友達一

石コロの動物をつ〈って…（毛利泰房）

・ー－ レ
カバーウォッチング

カバーウォッチングマレーク守？（萩l京祐二）
マレーグマ

ネコ自 クマ科

Urusus malayanus 

ピルマ、タイ、マレ一半島、
スマトラ、ボルネオなどの森林
にすむ小型のクマ。胸に黄白色
の月の覇軍のような模織がありま
す。雑食性でシロアリ、昆虫、
小動物、果汁などを食べます。

（管理課萩原裕二）

4一一一絶滅の危機に瀕するクマタカ（飯田知彦）

6一一一第22回サマースクール（中上正幸）

8一一一グラフzoo第22回サマースクーノレ｛落合正彦）

1日一一一公園花だより （山元良幸）

11一一一ZOODIARY 
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姥どぞれ刀拶〆毛利恭房さん

（イラストレーター〉

ワに入れて、叡歩に出かける時があります。自然

の中におくと、部屋の中とはちょっと違った表情

ガみえて来ます。その中のゴリラ刀、昨年三月、

西戸フリ力に行って来ましだ。サハラ砂漠をパッ

ク｜こ記念1最影－－－現地の子供とのツ ショットもあ

ります。でも、相当さひーしい旅行だったらしく、

巴本｜ご帰って来定時は、それはもう色あせて、ポ

ロボ口でし定。すぐに化粧直しをして、もとにも

どりまし疋ガ・1 それから、長野でみつけた石コ

ロのフクロウは、フランスB符ラの折、パリで出逢つ

だ映画監督にすっかりほれ込み、とうとうパljの

戸トリ士に侵みついてしまいましだ。もう立派な

“フランスフクロウ”になっていることでしょう。

（そのフクロウのかわりに、パリのルーブル美術

館の前の石コ口一つ、い正三だいて釆ましだ〉

旅 行の記念lこ、石コロをひろって来たことあ

りませんか？ そんな石コ口をみつめてい

ると、そのまわりの風景まで思い出すことが出来

ます。この様に、なんでもない石コ口も、見方に

よれば、本当に楽しいものです。その犠な石コロ

をさガし主主し、自分の好きな動物に、変E暑させて

みてはどうですかφ 一度挑戦してください。

...0』までに作つだ動物達の顔は、どちらかとい

＝フ うと静かな表情ガ多い。蓄え事をしてい疋

り、ねむっていだりと、どこかさびしそうに買え

ます。これから出逢う石コロは、どんな表情の動

物になるのでしょうか。でき;t1Jcf、楽しそうに笑っ

ている、かわいい石コロに出逢い疋いものです。

なにもかかなくても、そのようにみえる石コ口！こ一。

（もうりやすふさ〉
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たれた湯所で与なければ、生きて子育てしていくこ

とができないのです。つまり、クマタカを守るに

は、クマタカを支える数多くの生物も守る必要が

あり、 i笠に多くの生物を守ることがクマタカを守

ることにつながるのです。クマタカは、別に特殊

な生物ではありません。生物の多様性の高い森林

で与あれば通常生息している「豊かな森の象徴Jな

のです。そのため日本の森林生態系を考えるうえ

で欠くことのできない重要な生物なのです。

そのクマタカの繁殖成功率が、近年急激に低下

しています。西中国山地の例では、 1981年～1985

年の5年間では85.7%でしたが、 1996年には16.7%

にまで低下してしまいました。

クマタカ

を苦しめて

し、るもグコは、

一体なんで

しょうカ‘。

それは、簡

単にいうと

「人間活動

の生態系に

対する彬怨i」というごとができます。広葉樹林の

過度な伐採による食物となる小動物の減少、大気

汚染や殴性雨などによるすみかの森の枯死、食物

となる小動物を過した有害な化学物質の体内への

濃縮蓄積などです。これらひとつひとつの力はま

だ比較的弱くても、生態系の頂点にたどり着〈時

には、 すさま じいカとなってクマタカを直撃する

のです。

クマタカが絶滅の危機に直面しているのは、決

して奥山のj伝達と関係のないことではありません．

私遼と同じ時代に、同じ生態系に生きている彼ら

が受けている悪影響は、同時に私達人間も受けて

クマタカは豊かな森の象徴
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した。そして彼らのことを知ろうとさまざまな文

献を調べました。しかしその結来わかったことは、

クマタカについては、ほとんどなにもわかってい

ないということて’した。

「では、私が調査してみょうか」

謎が、私の好奇心をかきたてました。

野外で捌査することをフィールドワークといい

ます。それ以来、私は、時聞の併すかさ’りフィー

ルドに通い続けました。

しかし、その結来わかったことは、「クマタカ

に会うのは非常に困難であるJという ことでした。

調査結果からの出現率 （観察時間に対するクマタ

カの出現時間の割合）は、飛行で約1%、長時聞

の止まりの時間を加えても、全体て味方8%と非常

iこ｛5;かったのです．これが、これまでクマタカの

調査がほとんど行われなかった最大の原因でした。

だからこそ、ゆったりと時聞の耐1る山の中てす＝っ

とクマタカを待ち続け、これまたゆったりとした

時間を生きるクマタカに会えた瞬間は、とてもす

ばらしい時間でした。

しかし一方で、私はただ単にクマタカを見て楽

しむためにフィ ール ドに出ているわけではありま

せん。そのため、クマタカの出現時問、利用環境、

行動などを、可能なかぎり詳細に、克明に記録し

ていきました。これは決して楽な、楽しい作業で

はありません。しかしこうして科学的なデータを

収集し停材斤することで、クマタカの生態が明らか

になるのです。

こうして、日本でのクマタカの生態が、少しず

つ明らかになっていきました。それは同時に、絶

滅の危機に瀕するクマタカを救うためのデー タが

少しずつ集まり始めたということでした。

［フィールドワーク］

一〉

コ
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、

［クマタカとの出会い〕［フィールドでの調査］

「今、 25番から28番に移動中。そち

ら捕捉できますかj

「こちらキャッチしました。 尾根

の上を旋回しているのが見えますJ

雪の山に無線の芦が飛びかいます。

ここは広島県の函中国山地、 標高

1000111以上の山々が速なる山岳地偽t

です。私達が15年以上も クマタカの

生態調盗を行なっている場所です。

今は2月、クマタカのつがいが繁

殖を開始する大切な時期です。今日

は、その巣作りの様子を調査してい

るのです。

［クマタカという鳥］

いるのです。彼らは、生態系の悪化を敏感に察知

し、犯逮に知らせてくれているのです。クマタカ

を私迷の次の世代に伝えていくために、私達は広

築樹林の保育隻や大気汚染の防止、有害な化学物質

の流出防止や除去など、クマタカの生息をおびや

かすものを取り払う努力を、最大限続けていかな

ければなりません。

それは同時に、クマタカを含めた多くの動植物、

つまり人間にとっても必要で大切な、生物の多様

性の高い鐙かな環境を守ることになるのです。

ーそれは豊かな［クマタカを守るニと

生態系を守るニと一］

クマタカは、全長約80cm、認を聞

いた大きさは約2mにもなる大型の

ワシやタカの仲間です。もともと生

息数が多くないうえに、近年、繁殖

成功率 （子育てに成功する割合）が

激減し、急速に絶滅に向かいつつあ

る動物でhす。そのため、現在最も絶

滅のおそれのある野生動物のひとつ

として、固から「圏内希少野生動植

物種」に指定され、また、環境庁か

らは「絶滅危倶種」に指定されてい

ます。ニれは、トキやコウノトリと

同じレベルで絶滅の危機にあるとい

うことです。

クマタカという鳥を知ったのは、私が小学生の

時です。ある日、私は、図鑑の中の1枚の写真に

目をうばわれました。そこには、雪の上でタヌキ

を押えつけ、口を大きく聞けた勇壮な鳥の姿があ

りました。そのと なりには鷹匠 （たかしょう ）と

呼ばれる、タカを利用してノウサギなどの獲物を

揃える猟師と、その猟師の腕に止まったそのタカ

の姿がありました。 そのタヌキを押えつけたク

マタカの、気品と勇壮さを合わせ持った力強きに、

私は目をうばわれたのて‘す。 解説には、こうし

た鷹狩りは、かつて東北地方を中心に行われてい

たということでした。私は、速い東北地方には、

クマタカという 巨大でヤ勇壮なタカが住んでいるの

だなあと思いました。

それから何年かたち、ある日、 中園地方の鳥の

目録を見ていた私は、思わず目を疑いました。そ

の中にクマタカの名前があったのです。

「jfrくにクマタカカ旬、る！ J 

その日以来、私はクマタカの姿を求めて山々を

歩きまわりました。

それからしばらくたったある日のこ とでした。

いつものように深い谷あいから尾根を見ていた

私の視界に、尖然大型の烏が飛ぶ姿が飛び込んでい

きました。

帽の広い厚みのある襲、尾羽の太い管状の模様、

それはクマタカでした。

それにしても、なんとゆったりと堂々と飛ぶこ

とでしょう。そしてなんと重量感のある飛ぴ方な

のでみしょう。

いつの聞

にか、クマ

タカは；2;J;J

になってい

ました。つ

がいのクマ

タカは、し

ばらく尾根

の上を旋回

していましたが、やがて尾根の向こうに消えてい

きました。わずか数分聞のことのはずですが、私

には、とて も長い時聞のことのように忠われまし

fこ。
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べられる」の関係があります。生態系にはこの関

係で幾重にも窓なっていますが、その日本の森林

生態系のピラミ γ ドの最上位に位置する動物の代

表がクマタカなのです。

つまり、クマタカがl羽生きていくためには、

生態系ピラミ γ ドのクマタカより下位に位置する

数多くの生物種や倒休が必要なのです。つまり 、

クマタカは、生物の多様性の高い豊かな環境が保

生態系には、食物連鎖と呼ばれる 「食べる、クマタカの飛しょ う

5 

［調査の始まり］

東北地方などにしかいないと思っていたクマタ

カが身近にいたことは、私にと って大きな驚きで

田

実日

彦

広
島
ク
マ
タ
カ
生
態
研
究
会

クマタ カ
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；第22固サマ戸スワ，．，ι；
天 王寺動物園では、問5年から小学校4年生、

5年生、 6年生を対象に動物園での飼育体験

をしていただくために、毎年夏休みにサマースクー

ルを開催しています。

サマースクールの準備は前年のサマースクール

の終了時に始まります。次年度に向けての反省と

開催日程を決定します。 日程は子供たちが一学期

の直後の緊張状態にある期間を選ぴ7月20日～25

日の6日間に設定しました。

各班は3組6ク’ルーフ・10名ずつ計60名で構成され、

それぞれのグループにボランティア4～5名がつき

ます。ボランティアの主な役割は、調理笑習や清

掃実習、触察、実験などカリキュラムに沿った引

率、指導などですが、サマースクール期間中は夏

休みの子供たちを、 f~IJ え 2日間でもおあずかり す

るわけですから、動物園は社会教育の場という基

本的な立場からも、指導者として、子供たちに挨

拶の仕方を教えたり、健康状態に注意したり、飼

育担当者の話をきちんと聞かせたりしながら、動

物に興味をもたせ、動物のことを考えるき っかけ

を作るようにすることが大事な役目となります。

一味違った実習風景

日頃、
体験

出来ない

ことや、

聞 くこと

の出来な

い悶育担

当者の警

労話、見

ることの出来ない動物舎の裏iHIJに、子供たちの目

も輝き、真剣に話を聞く姿、そして飼育担当者に

鋭い質問をする姿は、普段の学校での授業風景と

はまた一味違ったものがあり ます。

ある程度年齢を重ねた者にとっては、子供のこ

ろ経験した自然との触れ合いも、近年とりまく自

然環境の変化とともに、今の子供たちには、経験

できにくくなっています。

6 

サ マースクールて件 数 は 与 え られた受動的

な体験となるのはやむを得ませんが、それ

でも生き物に直接触れたり、併を与えたり、動物

舎に入って掃除をするという体験を通じて、動物

を身近に感じ、理解を深めるための大きな手僚か

りになっていくものと考えられます。来年のサマー

スクールをより充実したものにするため、私たち

スタ yフも、これまで参加した子供たちの意見を

アンケー

トとして

集計、今

後のサ？

スクー

ルに反映

させてい

くことカイ

できるよ ダチョウの卵の容量はどのくらい？

う、笑行委員会で討議していきたいと考えていま

す。
（管理課：中上正彦）

今回のサマースクールに参加した生徒

の感想文をご紹介します。

題名 「サマース クールJ 2組1班落合ゆかり

（大阪市立南百済小学校）

7月22日と23日にサマースクールがありました。

私は友達のりえちゃんと行くことになっていたの

で、とても殺しみにしていま した。私たちは、私

のお父さんといっしょに動物園に行 くこ とになっ

たので、朝早くから私の家で待ち合わせをし まし

た。 りえちゃんが来たので、「→ナマースクールっ

てどんなことをするのかなあJ と二人で楽しく

しゃべっていました。一日目は、わくわくどきど

きしていたので、お父さんが 「きあ、いくでj と

いっているの も聞こえずにいたので、不込とりえちゃ

んを遣いて先に歩いて行ってしまいました。「まっ

てーなーおいていかんとってえな一。Jと言いな

がら駅まで歩いていきました。動物園の受付けで

勺

コ
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2千円をはら って名札をもらいました。 そして、

リーダー （ボランティアの人）が来て、自分の組

の所へ連れていってくれました。私たちは1のA

組でした。リ ーダー もやさしそうな人て＼かんた

んにおしゃべりを出来るようになりま した。

一番キ刀めにテキストをもら ってから今から何を

するのかの説明を聞きました。

その日の最初に行 く郵Y物はジャガーでした。ジャ

カeーは大きな丸太で爪をといだり、丸太をかんで

牙を強くしたりしていました。次は トラの所へ行

きました。そこでは、 飼育買のおじさんから トラ

の鋭明をしてもらいました。 トラは、赤ちゃんを

生むときには、まつくらな部屋の中で、だれも入っ

てこないじようたいで、赤ちゃんを生みます。も

し、だれかが、入って来たら赤ちゃんを取られ る

と思って、自分を生んだ赤ちゃんを食べてし まう

からです。その後、 調理場へ連れて行ってもらい

ました。 トラはどのくらいの量のえさを食べるか

を教えてもらいました。突きいにえさを入れたバ

ケツを持たせてもらいましたが片手ではぜんぜん

持ち上がらな くって両手で、持ってほんの少し持 ち

上がるくらいでした。

トラは一日でそうとうな量のえさを食べるんだ

なあとおどろきました。それからレクチヤールー

ムへ行ってみんなでお金ごはんを食べながら、昼

か らの予定を聞きました。

ボランティアの人たちはとても親切で干、いろい

ろなことを教えてくれました．私は、たくさんの

人たちとお友達になれてとてもうれしかったです。

それか

しんしつのなかで見ると 、

ものすごく大きいのが分かりました。飼育員の人

が、スイカやバナナをあげると足てψlったり して

一気にのみこんだりして、食べていました。 キリ

ンはつのが5つあると聞いておどろきました。だっ

て、今まで写真や絵本で見ていたのは顕の上 につ

のが2つあるだけと思っていたんだもの。その後

は、伺育貝の人の説明を聞いてキリンのふんのそ

うじをしました。思っていたよりキリンのふんそ

うじは、とてもむづかしかったです。ふんだけを

取るように言われたけれど、すなまでいっしょに

はいてしまうからです。飼育長の人のお しごとは

とてもたいへんだなあと思いました。それからキ

リンにかん草の固まったものを手にのせてキリン

にあげました。キリンは私の手もペロ ッとなめて

くれました。何もかも初めてのことだったので、

アッと言う聞に一日が終わってしまいました。次

の日は、サマースクールに行くのが楽しみなので、

ぐずぐずしないで早〈行き ました。同 じ場所で受

付をした後、予定にはなかったことですが、 「今

日はホッキョ クグマに氷柱のプレゼン トをする日

だから見に守子こう」 とボランティアのポンちゃん

が言って私たちみんなを連れて行ってくれました。

テレビ局の人がたくさんいたので少しきんちょう

しましたが、 シロク？が氷を持 って気持ちよさそ

うにしているのを見て、私も暑いから氷が食べた

くな りました。それからラマとカンガルーの所へ

frきま した。

最初に

ラクダに

事をあげ

ラクダi主

主事を少し

出してAや

ると ロを

出してノマ

クパク と食べていました．それからカンガルー と

ラ？とラクダについての質問をしました。ラ？の

身長は立っているときは地面から窓ぐらいまでの

背の高さがあるそうです。カンガルーは1図のジャ

ンプで1つの堀からもうlつの堀まで飛べるそうで

す。午後からは、ちがう部屋て・パッヂをつくり ま

した。ノぐyヂにどんな産会をかこうかなと恩、ってい

るうちにみんながいなくなってしまい 「もういい

やJと思ってコアラをかいてボランティアさんの

ところへも っていくとわりとかわいし、パ yヂになっ

たので、も う一つ作りました。終了式が終わって

帰るときにさっそくリュックサγ クにつけて帰り

ました。とても楽しいサマースクールでした。来

年も行きたいです。飼育貝の人やボランティアの

人や獣医の先生どうもありがとう ございま した。
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今年も恒例のサマースクールを開校しました。
いったいどんな活動をするのだろうかと思われる方も多い 〉しよう。
そこで内容を皆様に写真でご紹介します。 （管理課：落合正彦）

ゾウの鼻の器
用さを観察し
ました。
『ゾウの鼻って
長いんだねj。



公園花だより
おゆ’

ぷ弘 回は天王寺動植物公園の、ユーカリとコア

・フ ラについて書いてみました。

ユーカリは、 600種類以上 もあると言われ、高

さ4～5メートルのものから100メー トルになるも

のもあるそうです。

ニ工 ーカリは、樹稜の一つであり 、オーストラ

リアでは貴重な資源植物のよ うです。つま

り、コアラにと っては唯一の飼料であり、人聞に

とっても利用度の高い植物て‘す。その木材利用と

しては、あらゆる建築材、紙の原料、ベニヤ板、

橋、枕木、家具、農用用具、ポ ト、楽器、？•／

チ等、また、ユーカリの樹皮からとれる植物性の

タンニンは皮革の製造に用いられるそうです。

さらにユーカリの業からとれる特有な精油分は

工業用、薬用に、止血剤、下剤、赤痢などの楽に

なるそうです。干害がしばしば起こるような所で

は業や若い茎を他の動物の飼料として利用するこ

ともあるそうです。花はオース卜ラリアの蜜源植

物として最も良いとされ、原住民の聞では、悪天

候の季節の救荒植物として食料や＊の代わりとし

ても役立っているそうです。

さ て、コアラカ怖として食べるのは30～40種

とされていて、当園で餌 として使用してい

るユーカリは、 オース トラリア連邦政府が定めて

いる15クループ、 23種のうち11グループ、 16種で

これらのユーカリを西日本各地で植栽、コアラの

餌として約7万株を栽培しています。

植栽地は、天王寺動物園内、和歌山県、岡山県、

沖縄県、鹿児島県、と分散して栽培しています。

これはユーカリの病害虫、森林火災、台風、山崩

れ、干害、それにコアラの略好の変化などに備え

たもので、 ーカ所で大量栽培することは危険性が

大きいからです。 コアラは、ユーカリしか食べ

ません。それも新築だけです。ユーカリは水分が

60～70%とたくさん含まれており、ほとんとγkを

飲む必要がありません。私たち人間では考えられ

ないことです。

では、ユーカリの棄の栄養はどうでし ょうか。

成分、カロリーでは、ほぽサツマイモと同等だそ

10 
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うです。また脂質、繊維、ビタミンA、ビタミン

C、カルシウム、カリウム等は穀類よりずは‘抜け

て高く、このことからユーカ リは非常に良質の高

栄養仰の食品だそうです。次に、当図のコアラが

好んで食べているユーカリの名前をあげてみましょ

う。オプッサ、ルピダ、ビミナリス、オノマー夕、

ゴニオカリ y クス、 ルディス、カマルドレンシス、

ラジアー夕、オブリカ、ロパス夕、現在はこのぐ

らいのところです。みなさんおぼえられましたか。

ユーカ リにも、美しく て、やさしそうな花が咲き

ます。当園ではビミナリス、オプリカ、オノぐー 夕、

テレチコルニス、カ？ルドレ ンシス、トルクアー

タ（サンゴユーカリ）、また、レモンの香りのす

るシトリオドラに花が咲きました。

サンゴユーカリの花

当 閣のコアラは1989年6月、オーストラリアか

ら、第1陣3頭 （メ ル、テラ、ララ）が来園、

翌年5月には、ハク、ハナ、ミド リの3頭が来園し、

1991年7月にはハクとミド リの聞に当闘ではじめ

ての子供（ミク）が生まれ、 92年には クミ、例年

4月リクが生まれました。

94年6月にはミクが淡路ファームパークへ移り、

交替でコウが来園、 95年10月にはメルがメルボル

ンへ里帰り、そのかわりにポルン、リアが来図し

ました。

10/1現在、 8頭を飼育しています。

ユーカリしか食べないこのコアラはぜいたくな

のか、なんでも食べる人聞がぜいたくなのか。み

なさんどちらだと思いますか。孟μまコアラかなと

思います。

さて、 ご来園時にはぜひコアラ舎へ立寄り、コ

アラ舎の回りにユーカリを値栽していますからお

見のがしなく 。秋頃には花が咲いているかもしれ

ません。

（山 元 貞 幸）
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日／ 2.マダガスカルシャコが l羽ふ化しました。

日／3.ヒヨドソ2羽、キジバト 1羽を保護しま

した。

力ンムリウズラが3羽ふ化しました。

8/ 4.カンムリウズラが7羽ふ化しました。

カルガモを l羽保護しました。

匝亙亘 6月 5日

に生まれた

E頭のライ

オンの赤ち

ゃんを他の

個体と一緒

巨T

勢ア 伊t叫
., .>≪.I .，.，‘拘.. ,.;: 

争体
内九品川 ）川 、．．

打、. ＇‘一 一
司t: ：.：シ：点。.'' 

. •. .：／ でE ' ~ 

走塁しに見合いを続けていたので同居はと

てもスムーズでした。

フランソワルトン

が l頭生まれました。

成獣は体のほとんど

が黒い毛で護われて

いますが、赤ちゃん

は金色に近い茶色で

す。

日／ 6.ヒヨドリを 1羽保護

しました。

8/8.ライオンの赤ちゃんにワクチンを媛種レ

ました。

スズメを 1羽保護しました。

8/9.アオサギをE羽保護しました。

8/10.タヌキを l頭保護しました。

8 /l l.スズメを l羽保護しました。軽いシ ョッ

ク状態だったので、治療後すぐに回復し

たので放鳥しました。

8 /13. 7月に保護したツバメ、 コシアカツバメ

と 8月 4日に保護したカルガモが元気に

なったので放鳥しました。

8/14.ヒヨドリを l羽保護しました。

8/15.ゴイサギとドバト各 l羽、ツバメ 2羽を

保護しました。

8/16.ゴイサギとア力エリヒレアシシギ各 l羽

を保護しました。

8/17.カルガモを 1羽保護しました。

パタスザルのメスがオスに岐まれ怪我

をしたので治療を始めました。

直互~ チンパ
ンジーの

“ミツコ”

が初潮を迎

えました。

“ミツコ”

は圏内生ま 1

今月もおもしろ情報満載

れの8才で、 1992年に当園に入国しまし

た。将来の繁殖が楽レみです。

ク口サイの仔 “サトミ”が母親の “サッ

チャン”に攻撃され軽い怪我をしました。

子離れ行動のようです。

8/20.カワセミとドバトを各 l羽保護しました。

8 /21.コシアカツバメを l羽保護しました。

8/23.キジバトを l羽保護しました。また、 7
月と8月に保護したタヌキ己頭と八シボ

ソガラス、ドバト各 l羽を自然復帰させ

ました。

トカラヤギの仔が脚を怪我したので、

治療を始めました。

匡亘fillク口サ

イが l頭生

まれました。

母親 “サツ

チャン”に

とって 3頭

目の子供で

ので、治療を始めました。

8/30.キジ類全羽にワクチンを接種しました。

・お知 ら せ・

・「動物クラフト作りJ
日時 10！弓20日目）午後1時～

湯所：レクチャールーム
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愛ある暮し、応援します；
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狼ーその生態と歴史一
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ニホンオオカミは今もどこかで生きのびているのか一一。

狼と生活をともにした実体験を基盤に、

数十年にわたり収集した正確な資料と生態学の眼をもって、

ニホンオオカミの特徴や大きさ、 性質などを分析。

今も根強く残っている残存説を検証するとともに、
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動物園で暮らす一線々な生き物述、

自然の中ではどんな暮らしをし

ているのかワ 動物闘での世話

の仕方はT f•I’聞はヲ 宇ど、

写真と制密イラλ トをま’じえ紹

介します。

DEAR LIFE BOOKS 

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お求めは、お近くの書店で。 ＠築地書館〒胤束京都中央区築地也2-10-12 冗 L03-354 31 FAX 03-~541-5799 t辰答 0~1
⑨ごi主文は、最寄りの書店または直接上記宛先まで。（直接郵送時の発送料は一律400円です。）

・対 象／保育園・幼稚園・小学校の先生

・貨出期間／10日間

・貸 出 料／無料（但し郵送料510円はl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
入国の記念・手引に・・・・・・

dと思想
『噌 ぬ＞－－~

新作

群与「楽しい天王寺動物園」
19分 （10本常備）

〉
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iややや⑮ 

〈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

圏内売店にあります。

大阪市天王寺動物園協会

オールカラー

500円

干543大阪市天王寺区茶臼山町6-74 ft (06) 771-0201 

ヨアタテν;t，νカード（限定販売）
好評発売中主800(50度用）（株）増田食品型~~fl知市！可？？



ζコョ

動物園内・・・・・・．．

中央売店

勺

お2：議官t弓｝~~~＇：®

財れすらぎ
同
棚
日
凶

行
ヨ
l
ジ

7
r調
理
一面

U

，

U
i－
－』
』

nn
v
白

U

州

F

－－－nu お食事・飲もの・おみやげ

全国動物園水族館御用達

－医学実験用動物

・宣伝用、テレビ用、貸動物

・原色世界雑類図鑑（34種1枚もの）要郵便券250円

，，・
之〉．
z五
電話（078)221-8195刊

古 川商
本社神戸市中央区中山手通3丁目11番4号

飼育場兵庫県小野市来住町15 1 3番地

有限会社

〉
たのしいと動物のお話ミは、
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 30円圏内、主要動物舎
30数ヵ戸！？にあります
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おいし問、産地のよさです ｜ 
台i門のライチ、フィリピンのナタ・デ・ココとバイナッフウレ ・ライチミ・ノクス
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希望l売価格・蜘 各 100円

。圏内3ヶ所（南国高架下・北圏

中央デッキ北側・北園高架下） Iこ

各種とのりものとがあります。

久竹娯楽株式会社
TE L(06)541-3938（代）

．フルーツミックス
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