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.－・
カバーウォッチング

アオハリトカゲ

トカゲ亙目 イグアナ科

北アメリカに生息している
令

トカゲです。岩の割れ目を棲み

家にし、昆虫を主食にしていま

す。
（撮影：萩原箱二）
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｜｜｜｜｜｜｜｜｜動物色私｜｜｜｜｜｜｜｜｜

フクロウのすむ大学

子 供のころからの夢であつだ昆虫分類学を

専攻しだばっかりに、就職ロガないまま

〈分類学での職探しは今も音も大変です〉、大学

在籍期間はり年目を終わろうとしていましだ。

そんなとき幸運にも南河内にある現在勤務し

ている大学から就職の話ガ畏い込んだのです。

そのとき私はもう35歳になっていました。そ

の大学は石川の小高い河岸段E上の、 1三め池

や雑木林に固まれ芝静かなところにありまし

だ。里山の豊ガな自然ガ、長いオーバードク

タ一生活で少し疲れていだ私の山をいやして

くれました。暇をみては大学周辺を叡策し、

植物、野鳥、昆虫などを見て回りました。

5月の連休明けのある目、事務局かS7'J口

ウのヒナガいるので至急来てほしいとの連

絡が入りましだ。 フクロウのヒナなど見だこ

ともないし、どう扱っていいものか、かいも

く見当ガつきません。いってみると枝舎の渡

り廊下のよに、ぬいぐるみのようにかわいら

しい小さなフクロウのヒナガ、丸い目をこち

らにむけてじっとしていまし芝。おそるおそ

6月に生まれたニホンザルの赤ちゃんです。
＂‘、.，ラ

とても愛矯があります。親ザルも子供が可愛い

のでしょ う、ずっと抱きかかえてなかなか写真

を搬らせてもらえませんでした。

駒井古実さん

〈大阪芸術大学助教授生物学〉

る近づくと力チ力チと威嚇琶を発しますガ、

さわっても別にかみつい疋りせずおとなしく

していました。そのときはこれガ巣立ったばっ

かりのヒナであるとはわかりませんでしだ。

フクロウは本来ならマツなどの大木の洞に巣

をつくりますガ、そのような木ガ見あだらな

いこの大学での営巣場所は枝舎のひさしの下

のようでしだ。背後に比較的よく茂つ左林ガ

ありますガ、ヒナはどういうわけか例年ほぽ

司じ枝吉の階段や渡り廊下などで発見されま

す。そこは大変人通りの多いところで、きまっ

て学生に発見され大騒ぎになります。ある年

には巣から落ちて弱っていると勘違いし疋学

生ガ家に持ち帰りしばらく飼育しだことがあ

りましだ。すぐにつれもどし左のですガ、簡

ガ合わなかっ芝せいかかなり弱っており、こ

ちらでは手に負えなくなり、そのときは天王

寺動物園のお世話に怠りました。

一’ んなことガあってから10年ほどだちます

ガ、ほぽ臣年フクロウのヒナの巣立ちを

確認しています。いまや大学のフクロつも大

変育名になりまし定。図書館や2力所ある講師

控え室にはフクロウのヒナの写真ガ飾ってあ

ります。フクロウの巣立ちを確認するとすぐ

に事務聞の人ガ注意の張り紙をしてくれます。

フクロウガ縁となりいままで話をしだことも

ない人と親しくなったり、ある教員からはフ

クロウ保護のだめのカンパを呼びかけられま

しだ。「ミネルヴ？の使者」フクロウは大学の

シンボルとしてふさわしいのかもしれません。

（こまい，3，るみ〉
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庭 「 狸 が庭に来るのよ」そう言う

と、私の家を知ってる人は、

「ウソ！！」と、信じてくれません。長11

らない人は、「山の中に｛主んでいる

来
のですか」と、驚いた限つきをしま

うれ

す。どちらにしても、私は嬉しくて

心の中で笑うのです。

た 私の住む新興住宅地は、奈良市西

南部はずれの低い丘陵地帯にありま

狸3
す。そのまた西南の一番端の高台に

私の家があります。南側の雑草図の

ような庭は東西に納長〈 、農の上で

と
すから人家がありません。狸遥にとっ

ては、遊びに来やすい庭です。

友
街て4皇を見かけるという戸が出は

じめた頃、朝日新聞に束京都II汀岡市
の

の町だぬきの記事が載りました。街

違
の下水道を住み家に、けもの道とし

そっ とう

て道路わきの側溝を利用して、都市

の周辺で人間と共存している狸であ

ると記述されていました。

そのとおり家に来た狸も、 北側の

な
市道の側溝を出入り口にしています。

若葉の4月、はじめて2匹 を見たと

き、あのむっくりもっくりのぼんぽ

つ
こ4里とはおよそil!っていました。目

の回りが黒いので狸だとわかったぐ

らいです。

て
衛生状態の悪い 下水道ぐ らし、

し

2匹ともよれよれ尻っぽのつけねあ

たりが、ただれて赤い肉が見えてい

ます。おなかをすかしているらしく、

松 ノマンにとびつきました。私はただれ

が気になり、狸の体重を考えながら

抗生物質を粉末にしたものをソーセー

岡 ジの，＿，＿，深〈つめて狸の前に誼きまし

た。1個はうまく食べました。2個め
11 

はかむなり、すぐぽいと吐き出して

節

童

話

作

家
じゃま

玄関から「お邪魔します」
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しまいました。次の日、薬入りと、そうでないの

とを混ぜて与えると、薬入りは食べません。鋭敏
きゅうか〈

な嘆覚でhわかるのでしょう。

でも、 1ヶ月もすると皮がはってなおってきま

した。自分でなおす野生動物の力に感心しました。

Z里 が来るとわかったので、私は専門家から聞

いて狸食を作ることにしました。残り御飯

に魚類肉類、油揚げなど、それにキャベツ、ちん

げん菜、ほうれん草などの野菜を細かくきざんで
た ぞうすい たまじゃ〈し

炊いた雑炊です。お玉杓子に山盛り 1杯分が

1匹の畳として、狸を見たときに与えました。
tこ毒事

魚雑炊を炊くと家中においしい匂いが漂います。

夕方帰宅した夫が言いました。「今夜は魚、すきで

すか」「真夏に魚すきなどしますか。狼食ですよj

私のすげない返事にも夫は悠りません。彼も狸が

大好きだからです。夫に「タヌキパン買ってきてj r、
と頼むことがあります。というのは、狸食を全く ,, 

初のうま

い食べ物
こしゅう

に国製tし

ているの

かもしれ

ま せ ん。
た由きしょ〈

おばさんの獲食うまいんだという 1っ

けで、我が家ではバターロールがタヌキノマンとな

りました。お店で「タヌキパンありませんかjと

言ーったら面白いでしょうね。

平 成7年の4月から 9年の5月まで、庭に来た4里 万
の数をlOIZfから12匹とみています。狸はつ 」ノ

がいまたは親子でlつの穴に くらし、ときには 10

頭ほどもいるとか、 字江敏j路氏が記述しています。

ところで、下水道狸の個体確認が外形からは ど

うしてもできません。ぱらぱら米ますから、顔、

大きさ、形、毛の色など、区別がはっきりしませ

ん。 自の表情が人なつっこ く、 この目で決めよう

としたのですが、見れば見るほどみんなが、問究

平さんのやさしい自にそっ くりでだめでした。

そこで、彼らの性格や行動の特徴を見てつけま

した。黒足のパン太郎などはよい例て－90すばしっ

こしいつも真先に食べるのがチャッカリ 一。 の

んびり、ま った りしているのがノンビリ一。 ムカ

デに自の上をかまれて、ウリ ンポウみたいな顔で

先頭をきって現れた子視がムカデリ 。名無しで
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いたのが、あるとき、家人の大きなおならの音に
と

驚いて跳ぴ上がったのでオナラブル。でも、この

名前は英語で、 HONORABLE。名誉ある という

意味がありますから立派です。

チャ ッカリ ーは、狸食を食べていても、パンを

ちぎって投げると、ぱくぱくと 2つくわえます。

狸の数の概念は2までかと思っていたらとんで

もない。 4つ5っと口に入るだけ入れます。4つめ

くわえるはずみに 1つ落としても、 4つあると思っ

て、すたこら帰ってゆくから愉快です。

き里 は食べ物を持って運んでいきます。 それも
ためぐそ

相当速くまでいくようです。製には溜糞と

いって、決めた場所に糞をする習性があるらしく

私の家の庭の目立たない所に トイレを作りました。

すぐ糞が溜まるので、穴を掘って埋めています。
やまいも つる

その穴の側から山芋の蔓が伸びていますが、数年

後掘って山芋を食べるときには、私はちょっとた

じろぐかもしれません。とある日、その トイレの
あ~

すぐ側に、鯵のひらきがそのまま置いてありまし

た。 もらったか、かすめてきたか、どこからか運

んできたものです。

運ぶといえば、生まれて聞もない赤ちゃんも運

びました。私は見なかったのですが、狸好きの町

内の奥さんが見ました。子狸を 1匹ずつくわえて、

町内の道を夫婦でリレーして、安全な側溝へ運ん

だそうです。彼女の家と私の家は200メ← トル離

れているのですが、狸の夫婦が危険な道路を渡っ

て真昼間、子狸4匹を庭の食卓へ連れてきたとき

は、本当に感動しました。最初の 日は 1匹、次の

そσ〉うちどσコよ

うに分かれてい

っfこσ〉カ益、まfこ

2、3匹の形にな

りました。 6匹揃ってこんにちは

4里は狐と違って雑食だからつよいと言われてい
しようζ

ます。その証拠に庭の生態形に変化がありました。

カタツムリ、 トカゲ、ヤモリ などの減少です。 特

に被害にあったのは、羽化寸前のアブラゼ ミでは

なかったかと思います。ぬけがらまでむしゃむしゃ

食べるんですからfao

狸食を食べたあと、すぐ立ち去るのもいれば、

土に鼻をつけて、ふんふん鼻息荒〈生き物をきが

すのもいます。草を食べるのも見ました。腹薬か

もしれません。糞の中に柿の程を見つけたので干

し柿をやったら喜んだこと。4里は柿が大好きです。

食べ物をあきらないで、昼寝をするのもいます。

前足を伸ばし顎をのせて、犬の昼寝と同じ姿です。

かと忠、うと、

哲学者のよ

うにじっと

空を見上げ

るのもいま

す。私は彼

にワカラン

リー と名前

をつけまし

た。大体近 物思いにふけり哲学者となる

づくと逃げる狸と、平気なのとがいます。生まれ

つきの性格だと思います。ムカデリーなどは、居

間のガラス戸に鼻をつけて、私の様子をうかがっ

たり、ときにはガラス戸を前足でかいたりして、

狸食を要求しましたが、決して私は手でじかに食

べ物をやることはしませんでした。それは、野生
な

であること、あまり人間に恩｜｜れさせてはいけない

と考えていたからです。

でも、お話しはよく聞かせました。小さい目を

きょろりと l到し、私の顔を見て聞いてくれるの

です。

ある月のよいH免でした。ワカラン リーにぷんぶ

くちゃカさま

の話を語っ

てやりまし

た。カチカ

チ山の話は

4里に とって、

気分のいい

ものではあ

りませんも

、司同・－ーーーーーー
岨－戸時悼碑陣向調血

－由開叫・・r

のね。 ワカ 催促したものの前にあるパン切れ

ランリ ー と いただくわけには？

私の顔の間隔は30センチ。ワカラン リーは、 とき

どき目玉を動かして、「ふむ、ふむ、いい話だJと

喜んでいるよ うです。こんな不思議なII寺を過ごせ

るなんて、私は幸せ1杯の気分になり ました。

この頃、狸の話をしても、 「ウソ！!jとは誌も言

いません。私の話術がうまくなったからではあり

ません。担族が生きてゆくためのちえや力に、真

笑性があるか らだと、私は考えています。

（まつおかせつ）
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環境学習の
ひとつの試みとしての
動物工作展

み なさんにとって動物園は、何をするべきと

ころなのでしょう。動物園とは“教育施設”

である、というのが私の考えです。とは言うもの

の、こ こで使う教育施設としての動物悶というの

は、学校とか、一時代前の博物館のように（今の

博物館は楽しい展示がたくさんあります。）難し

くて頭が痛くなるような所をイメージして使って

いるのではありません。やはり動物園というのは、

楽しい場所でなければならないとも考えています。

だって、お父さんやお母さんに、「今日は、みんな

で学校に勉強しに行〈ぞ。」とか言われて喜ふ’子

どもは、まあ、そんなにいないのではないでしょ

うか。でも「動物園へ行くぞ。jと言われれば、菩

ぷ子は少なくとも前者に比べれば、多いでしょう、

たぶん。そして、それこそが動物園の持つ強みだ

とも考えています。どんなに索時らしい教育の場

をつくっても、それを利用してくれる人たちがい

なければ何の価値もないのと同じですロ楽しみな

がら学べる場、それこそが、 ここで使う教育施設

としての動物園というもののイメージなのです。

動 物園の目的は、なきごえの誌上で以前から

何度も主宰き続けている ことなのですが、今

回も書かせてもらいますが、“穂の保存の場”と

“環境学習の場”であるということになっていま
ひん

す。絶滅の危機に瀕した種を保存する、つまり 繁

殖させて、その種を維持していくのです。 しかし、

いくら動物国て“たくさんの頭数が確保できたとこ

ろで、彼らが本来生息すべき環境がなくなってい

るのでは本当の意味で、種を保存していると言え

るのでしょうか。これは、あ り符ない話ですが、

遠い将来世界のあらゆる場所にビルが建ち、工場

が並び、川も山も木もなくなった所で、動物園の

中で象やキリンが種として生き続けていたとして、

本当にそれで良いと考える人はいる で しょうか。

これは極端な例なのですが、よく見ると私達のま

わりには、ほほこれに近い話が、転がっているの

に気づいている人はいるのでしょうか。；種を保存

することと同じように大切なことは、自然環境を

守るということです。そのためには、私達は自然

や環境について学ばなければなりませんよね。動

物園の大きな役割として、動物を通して、動物を

とり巻〈自然環境、つまり動物と植物、他の種類

6 

なさごえ33(8) .1997 

の動物との関係、その動物が今どういう状況にい

るのか、人との関わりはどうしていけばいいのだ

ろうか一等、いろんな事を紹介したり、考えてい

ただける ような場所を提供するということがあり

ます。

動物図とは、本来、動物を見せ物として展示し

自然界で生活しているものを、無理やりオリに入

れた人間の娯楽のための場てeはないはずです。 そ

して、動物園を経営する人達の最低｜浪の倫理とし

て、先述した2つの目的を達成するための努力は

するべきであり、それでこそ初めて動物園だと言

うことができる施設となるのです。この目的を遂

行する努力をしない困は、少なくと も動物！塞！とい

う看板をどうするのか、よく 考えなければならな

いと思いますa みなさんも動物園を利用する際は

ただ動物を見て楽しむというのではなく、その動

物園が果たして動物を飼育する資格があるかどう

かチェックしてみてください。そういう 見方で動

物園を見ると、全国のたくさんの図問で様々な取

り組みや努力がなされているのを発見できると 思

いますし、また新しい利用方法も見つけられると

思います。

私 も動物園で働く者のひとりとして、環境学

． 習の場としての動物園って、どういう 事 を

すればいいのだろうと常々考えています。説明パ

ネルをつくったり、自然主触れ合うことの大切さ

を笑感してもらおうと考えた り、様々な試みを し

ていると ころです。そのための小道具として書い

た絵や工作物がたくさんあり、それが山積みにさ

れているのを見て「展覧会でもしてみたら」と企

画してくれた方々がいて、去る5月23～ 25日の3日

間、“動物工作展” というものを聞きました。延べ

850名程の人達が見に来てくれ、無事終えること

rラ

ができました。この個齢、言ってみれば 環境 、〉
学習のためのひとつの試みとして作っていた小道

具としての作品が集まったもので、作品それぞれ

がメッセージ とか目的とかではないのです。あく

までもイ乍品を通して、いろんなメッセージをイ云え

ることが本来の目的だったので、誌面を通して、

もう一度そのメッセージを伝えたいと思います。

章氏 の動物。

これは 、

白地のシマウ

マやキリンに

模様を書いて

完成させても

らうペーパ ー

クラフトです。

シマウ？のキ美 白地のシマウマ。
シマウマの模様が描けますか？
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様って書けますか。知っているつもりでも案外ちゃ

んと見ていないものなんです。もう一度動物園に

来て、よく観察してください。またダンボールを
むだ

使 って置き物なんかも作 ってください。紙を無駄

にしないでね。紙なんていくらでもあると思って

いませんか。あなたは自分で紙をつくれますか。

僕はつくれません。だから大切に したいと思って

います。

粘土の動物。これも紙のキリン と同じです。 身

近な素材である粘土を使ってみました。耳の形や

バランスなど、もっと高度な観察が要求されます。

石 の動物。川や山だけではなく、これもいろ

んな所で注意深くさがせば見つかる素材で

す。そこに絵を書いてみましょう。でも粘土や紙

と違って石は、私達が自由に形を変えることはそ

う簡単にはできませんよね。石本来の形と動物の
しぐ・さ

仕草や形態が7 ッチしたときに作品が生まれます。

自分のお気に入りの動物をじっくり観察して、ひ

とつひとつの仕草や動物の気持ちが、頭ではなく

体にしみ込んで示しまうくらい観察してみましよれ

そうすれば、ふと石を見たら、それが何かに見え

てくるもので

す。動物を知

るというのは、
み

よく観ること

から始めろと

いうことかな

とこの頃忍い

ます。作品を

作り始めて、

II骨 骨 醐織畠醐＃＇蹴 櫨

石のカパたち

私もいろんな川に行くようになりました。大阪は

水の都といいますが、川原で石がひろえる所はあ
しりなし はさ

りません。私は子どもの頃、民無川と木津川に狭

まれた町で育ち、川原などない護岸工事のされた

所が川だと、ずっと思っていました。石の動物を

つくり始めた頃、兵庫、京都、和歌山といろんな

川に行き、なんときれいなJIIがあるもんだと幸せ

な気分になったものです。しかし、この頃、ホタ

ルが飛び交ったり、雨上がりに行くと増水してい

たり、流れの中で石をめくると小さな虫がいたり

と川の様々な姿を発見するにつけ、これが普通の

川なんだとやっと気づくことができました。じゃ

あ私たちの町、水の都大阪には川はないんじゃな

いかなとか考えたりも して、すこし悲しくなった

りもします。

にまま 木の動物。流木とは川や海を流れてきた木
I. IL 
一ー のことです。石と同じように水の力で削ら

れ、いろんな形のものがあります。石は主 に単体

でつくるのですが、流木は組み合わせてっく りま

す。一つの木を見て動

物の体の一部を感じれ

ば、あとは他の部分を

見つけて組み立ててい

くだけです。流木は、

波や水の力でーか所に

集まってきます。そこ

には流木だけではなく

ゴミも一緒に集まって

きます。海や川がどれ

流木から
できた
タチョウ

だけ人間によって汚されているかが、ゴミだけを

見ても理解できました。

ー のどんぐり達は、私がつくったのではあり、．．． 
ません。正確に言うと、 口のところは野ネ

ズミがどん

ぐりを食べ

るためにか
あと

じった痕な

のです。だ

からこの作

品は、野ネ

ス：ミと fl..σ〉

共作。野生 野ネズミたちが、かじったあとの

動物と 一緒 ドングリを利用した工作物

に作品をつくった人なんて、そういないんじゃな

いかな。わりと自慢なんです。

という感じで作品を紹介してみました。動物を

観察したり、自然と触れ合って欲しいということ

も大切なメッセージなのですが、もうひとつ伝え

たかったのは、消費文明についても考えて欲しい

ということです。子どもにオモチャなどを買い与

えるのではなく、自分たち（親も含めて）で創造

して遊ぶという楽しさを与えてやってもらいたい

ということです。 何と言っても、将来をつく って

いくのは子どもたちです。自由で豊かで優しい発

想を持てる環境をつくるのは大人の責任なのでは

ないでしょうか。

ぷ弘 日も動物園では、人の手からエサをねだる
うわさ

ーァ ことばかり考えているスズメたちが噂話に
き〈

余念がありません。柵を越えて広い世界を見れば、

もっともっと楽しい人生が待っていることを、彼

らはいつ気づいてくれるのでしょうか。

最後になりましたが、工作展の企画から搬出ま

でたくさんの方々に協力いただき ました。また会

場に来てくださった方々にも共に誌上にて御礼を

言わせていただきます。これからも人と動物や自

然をつなぐことができればと考えていきたいと思

います。どうも有難うございました。

（飼育課・早川 篤）
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ti.Oft 

舗一番は

リンゴを与えながら、 体調や精神状態を

見披けるようにな5なくては・・・。

なbよ二えJJ(Kl l開？

it~i 新人君の仕事11\D
今年6月の飼育持ち場の異動によ

り、新たにアジアゾウの担当にな

った油家謙二君の仕事ぶりを紹介

してみましょう。 飼育課：大野尊信

企rき一二え33(g) .1997 

⑦ 
参考書や資料に目を通すの

も大切な仕事の一つです。

また、ゾウをより一層理解

できるようになるまでには

多くの体験も必要です。

運動場には先輩と一緒

でも、まだまだ入るこ

とはできません。少し

さみしいなあ一。

~ 
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公園花だより＠
夏め花

？アサガオ
ヒルガオ科、一年草。 ま

穂子は5月上旬、八十八夜前後に蒔きます。 おそ

くとも、5月中には蒔きましょう。

アサガオの花ことば、明日もさわやかに 1

5曽nヒルガオ

也lit昼顔、ヒJレガオ科、多年草。

最近は、いたるところに生えていますが、生えると
か 勾ん かさ ね

ころによ っては、ただの雑箪で、花壇の中や、垣根の

中に生えますと、ぬくのに大変です。

ヒルカ・ォの花ことば、だんだん入りこむ！

？ユウガオ
夕顔、多年草。ユウガオの花ことば、はかない恋！

？ヨルガオ
夜顔、多年草。ヨノレガオの花ことば、夜ひらく ！

？サツマイモ
多年草、ヒJレガオの仲間。

昼顔や夕顔と同 じような花が咲きます。

ι曽nヒマワリ
't!.ld向日葵、キク科、 一年草。

花は常に太陽の方に向かい、太陽と共に花が図る

ので、ヒマワリと呼ばれたそ うですが、常に太陽に

向かっているとは限らないと思います。北向きのほ

うが多〈 見受けます。

ヒマワ リの花ことば、敬慕、けいぽ 1

d弓サルスベリ

l!.l!l'百 日紅、 ミソハギ科。

樹皮が、サルものぽ

れぬほど、つるつるし

ているように見えるの

で、サルスべりの名が

ついたそうです。また、

サルスベリには、春

4月ごろ種子を蒔いて、

夏 7月中句 －9月頃ま

で花を咲かせる、ーオ

サルスベリもあります。 潔白（けっぱりという花言葉

足植えで楽しめます。 をもっサルスベリ

サルスベリの花ことば、詩型白、けっぱ＜ ! 

ψホウセンカ
鳳仙花、ホウセンカ科、一年草。

ホウセンカには面白い性質があ ります。 じゅくし

た果実を指でつまんだり、少 し触れたりします と、

皮が急に、パチッと、はじけて中から種子がとびだ

して、びっくりします。

ホウセンカの花ことば、私に触れないで 1

也カンナ
ダンドク科、球線。

カンナの花ことば、 南のゅうわ〈！

c並nホウズキ、klナスの仲間、多年草。

ホウズキの花ことば、可愛い感じ 1

10 
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夏です。暑い、暑い、この時期には、花にも夏休み

をする植物があります。私の感じるところでは、た

とえば、 サルビア、 マリーゴールドなど、花色もうす

くなり、花の咲きも悪く、花数も少なくなります。

サルビア、マリーゴールドは、秋になり涼しくなり

ますと、また花色もこくなり、花数も多くなります
しも

ので、霜がおりるまで楽しめます。

夏の代表的な花を朝顔から紹介いたします。

Eむグラジオラス
アヤメ科、球根。

昔はオランダショウプといわれ、切花として有名

だったそうです。今でも切花には最高の植物です。

グラジオラスの花ことば、密会 ！

＠マツバボタン
ポーチュラカ、ツメキリソウ、スベリヒユ科。

温室内では多年草。霜によわい。乾燥に強〈、ひで

りの時にほかの草花は、しおれてもこれだけは よ く

茂って花を咲かせますので、 ヒデリソウの名もあり

ます。マツバボタンの花ことば、忍耐 1

6逃～ホタルブクロ
告もツ キキ ョウの仲間、多年草。

ホタJレプクロの花ことば、熱心にやりとげる 1

Vダ け
キク手斗、現吋艮、 テンジクボタン。

かれい

ダリアの花ことば、華麗 1

G皆、アザミ
1!Pキクの仲間、多年草。

アザミの花ことば、独立 1

Vサルビア
ヒコ・ロモソウ、オドリコソウ手斗。

サルビアの花ことば、 ;fl.の心、は燃えている 1

ι並ョケイトウ

~ セロ シア 、 ヒユ科、一年草。

ケイトウの花ことば、色あせぬ恋 1

Vジニア
ヒャクニチソウ、キク科、一年草。

百 日草の花ことば、今は亡き友を思う l

G曽2ペニヒモノキ
l!.l!l'ナガポアミガサノキ、 ベ

アカリ ファ ・ヒ スピダ、

トウダイグサ不十。

インド原産の常緑低木

で、 自生地では高き2～5
mになるそうです。 当図

でも 30年ほ ど前には温

室内で地植していたころ、

3mぐらいにのびて花穂

がlm50 cm ぐらいのびた ・・匝LA__~
ことがあ ります． 花穂が紅色のひも状をなす

ペニ ヒモノキを、鶴見ベニヒモノキ

緑地での花博にも展示したこ ともあり 、今は大阪市

庁舎玄関前にも飾り付けしています。 7月中旬～8月

上旬ごろまで飾 ります。当図でも飾り 付け しますの

で、ぜひ、ご来閣下さい。

夏の花には芝の中によく生えるネジバナ、ク ロー

パ、ニワゼキシ ョなど、まだまだたくさんあ ります。

また、 道ばたで生えている雑草の中にも、 きれいで

可愛い花をつける植物があります。

花や植物をやさしく愛し、大切にして下さい。

（管理課 ・温室主任 ：山 元貞幸）

一〉）

主きごえ33(8) .1997 

匝亘三司大阪城のお堀のコブハクチョウの

足にルアーが刺さり、当園で治療しま

した。以

前にも同

じような

怪我で持

込まれた

ことがあ

ります。お堀での釣りは禁止されてい

球自官” lこ

贈り、か

わりにゲ ；

ンゴロウ

1ペアを

もらいました。~虫類生態館“アイフ

ア一”で展示する予定です。

巨E亘 ］制大阪市天王寺動物園協会の平成

9年度の通常総会が開催され、磯村会
あいさつ

長の挨拶のあと、各議案について審議、

原案どおー '.w"E窒函・iift
り満場－ :!iii' 

致で承認

されまし T

た。今回

-'- .← 

温で~－；；奇
は春の人 .. －~ d 画、IWTJ

事異動に伴う役員の一部改選があり、

動植物公園事務所の井坂進所長が新た

に理事に、また森永製菓の北川柴一氏

と雪印乳業の羽田誠一氏が前任者の後

任として理事に就任することが決まり

ルミ”の一般公

聞を始めました。

赤ちゃんはオス

で、“ピット”と

名付けました。

“アイフアー”でヒョウモントカゲ

舎同もおもしろ情報満載

モドキがE頭ふ化しました。

7 /2.ライオンがE頭生まれました。

7 /3.当園にとって初めてレッサーパン夕、

の赤ちゃんが生まれました。巣箱の中

にいるので頭数は不明です。

7 /8.昨年ふ化したアカコンゴウインコ 2羽
をシンガポールのシ、ユ口ンパードパー

クに贈りました。

今年4月に，3、化した3羽のアカコン

ゴウインコのうち 1羽が巣立ちしま

した。

7 /10. “アイファ一”でアカダイショウが23
匹人工ふ化レました。

“鳥の楽園”で今季初めてオシドリ

が人士ふ化しました。

巨E工E平成9年第l回近畿ブロック動物

園技術渚研究会が当国で開催されまし

た。全部で12動物園30名の参加があ

り、日b頁

の研究成

果を発表

し、活発

な意見受

J負をしま

した。

7 /16. “ヤマネコ舎”で力ラカルがままれま

した。巣箱の中にいるので頭数は不明

です。

“鳥の楽園”でシュパシコウがl羽

巣立ちしました。

・ お 知 ら せ圃

・ゾウの春子にリンゴのプレゼン ト

日時 ：日月 15日（祝） 午後 1時～

場所 ：ソウ舎

・動物園のおじさんのお話

日時：日月21日（日）午後1時～

内容、場所未定
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愛ある暮し、応援します；
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ニホンオオカミの生態と歴史の集大成

狼ーその生態と歴史一
平岩米吉［著］ A5判 308頁 定 価2,678円（税込）

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、

絶滅へといたる歴史をも詳述する「ニホンオオカミの正史J。

＠築地書館店主主官：耀践しri~ri~~~~o 限設ぷ込寵地：~~i. )

平
岩
米
士
ロ
著

~・.. ..,, ..... ；唖’Jf，五E届－－－込＇＆:J!';.w園田園

生態・飼育・図鑑z~認さり
85変型判・オールカラー

2'汁‘く§しと
司d 』’ かいかた

野山でみかける身近な昆虫たち

250稲を紹介．

ル
』
↑
h

aν
帽
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ら
い

。

く
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u
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開
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毘樋
常
d

動物胞で暮らす微々な生き物i量、
自然の中ではどんi:t暮らしをし

ているのか？ 動物闘での世胞

の仕方IP 仲間は？ ♀ど、

写真と納密イラストをまじえ紹

介します。

DEAR LIFE BOOKS 

会ひかりのくに株式会社 本社／聞 け阪市天王寺区上本町ー2時 7時 1151お求めは、お近くの書店で．

天王寺動物園の本
入国の記念・手引に・・・

新作

惇f「楽しい天王寺動物園」
19分（10本常備）

。
マヨs・・の鷹羽2・u

むいけ；謙
一司~ 、お~－＼..•~

バi

‘， ， 

・対 象／保育園・幼稚園・小学校の先生

・貸出期間／10日間

・貸 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。

♂砂ややや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 オールカラー

500円

コアタテν;tνカード（限定販売）
好評発売中華800(50度用） 圏内売店にあります。

（稼）増田食品車場r;6~雪吋？
干543大阪市天王寺区茶臼山町6-74ft(06)771-0201 大阪市天王寺動物園協会



グ応鳥獣輸入

rr~ 全国動物開館御用達fl＇~
・医学実験用動物 J ¥ ( ¥.Xノ）

・宣伝用、テレビ用、貸動物 / J 八んイ）

・原色世界維類図鑑（34種1枚もの）要郵便券250円 ( 1. ¥ 11 I IL 

有限会社 古川商会
本社神戸市中央区中山手通3丁目11番 4号 電話（078)2218195附

飼育 場兵 庸県小野市来住町15 1 3番地

たのししい動物のお話ミは、

ガイドマシン（動物説明機）で、どうぞグ

圏内、主要動物舎
30数カ所にあります

関西特機株式会社

電話 06-762-2333

1回 30円

（ラ

ζコ

TEL 06-771-0973 

〉

お食事・飲もの・おみやげ

，
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一 掛九毎？と将き
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〈チョコレート〉 ~ ---~－ ~ 〈ストロベリー〉



事
雪印

．ライチミ・ノウス

R；品~
u~河辺

．ストロベリー .J'.，プル ．ピーチ ．フルーツミッフス

おいじさは、産地のよさです。 l 
台湾のライチ、フィリピンのナタ・デ・ココヤ吋ナップノレ ．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．ストロベリ一

＠＠＠＠ 
新発売

日本の富士、中国・韓国の国光。それぞれおいしい季節の ．アyプノレ

桃といえば中国で寸hそして韓国。旬に一括収穫した白桃で ．ピーチ

アプリコット、メロン、アップノレ、ノfイナツメ，Kミカン。果物狂の

組小売価格糊各 100円

。園内 3ヶ所（南国高架下・北園

中央デッキ北側・北園高架下）に

各種、のりもの、があります。

久竹娯楽株式会社
TEL(Q6)54ト3938（代）

．フルーツミックス

一日

愉快に

たのしめる
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