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（撮影：佐藤紀子）

2－一一NewFaceアミメキリンの赤ちゃん誕生 ・．圃
（佐藤紀子）

カバーウォ ッチング3一一一動物と私虫が好き（高橋直樹）

カバーウォッチングホオジロカンムリヅワレ ホオジロカンムリ‘プル

（榊原安nm ツル目 ツル科

4一一一 コハクチョウは農地で何をしているのか（長野義春） Ba/ea川ca時 11/orum

6 1時虫類生態館“アイフア一” でのなやみごt 後頭部に淡黄褐色の球状の冠羽
（間利慶大） のある東アフリカに生息する美し

8一一一 グラフzooサマースクーノレの子イ共たち（落合正彦）いツルです。繁殖期のディスブレ

10一一一獣医室から ＠ 「麻酔の話」（向精雅之） イはE羽が向き合って飛びながら
E回ずつ鳴き交わします。

11一一一ZOODIARY ＜竹田正人）
（撮影：榊原安昭）
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111111111動物色私 111111111

虫ガ好き

私 は夏ガ巴きです。夏休みになると色々な

毘虫や小動物に出会えるからです。

手ムは1951年東京の下町で生まれ、小学生

(1960年〉の頃は、原つぱや、お化け崖叡、お寺

の裏の泥沼、 神社の森など、 チョウやパッ夕、
す

セミ、トンボ、ザリガニなど虫や小動物の棲め

る環境ガまぜまだ、近くにありまし定。

幼稚園の頃、原つぱで虫取り網をもってバッ

タをとりに行き、ヘピを見つけ網で捕まえま

しだ。その網ガぐっとしなつだ感触がまだ手

の中に残っています。しばらく見ていて、逃

ガしてやるとすっと草むらの中に隠れましだ。

足もないのになぜあんなにすばやく動けるの

かとても不思議でしだ。この記憶が小動物と

の初めての出会いです。

小 学生の頃になると、図鑑をよく見るよう

になり、色々な昆虫、魚、動物の名前を

覚え、住む場所や変わった行動をするものな

ど、頭の中にぜひ出会いたいと思うもの達ガ、

6 Fl 15日に生まれた赤ちゃんはオスで “ピット”

と名付けられました。母親のハルミはこれで4度

目の出産になります。

高橋直樹さん

（明日香むらの
映さガラス〉

どんどんだまっていきましだ。その中でも虫

ガ一番揺さでしだ。

神社の森で、木の上の万を飛んでい疋玉虫、

すーっと速く飛び回る戸ズスジ戸ゲハなど、

初めての出会いは鮮明にその時の空気までも

覚えています。

小学3年生のとき、 山中湖ヘキャンプに行き、

昆虫図鑑で見だいと思っていだ戸サギマダラ

という淡い色合いのきれいな蝶を捕まえだう

れしさ。初めての海外旅行、30オの夏、インド

のニュデリ空港口ビの隅をはってい芝

10an以上もあるタガメを見つけだオドロキ。

私の思い出には、しばしば虫たちガ登場し

ます。

＂＇°－ 住んでいる奈良県の明日香村は、盤、イモ

＝フ リ、沢ガ二、力工ル、ヘビ、イタチなど、

色々な虫や動物疋ちに出会えます。家の石垣

に、 180an以上の背大将の抜け殻があっ疋り、
た窓

小川の隅の溜りに、 タイコウチを見つけて喜

んだりしまし芝。虫を観察するのが賂きで、
かん~つ

裏庭に柑橘類やサンショを植え、蝶ガ卵を産

みにくるのを楽しみにしています。

生き物に出会つだ時のオドロキ、楽しさ、

不思議さを、これからもずっと楽しみにして

います。

追伸、虫貯きな私は、明日香村で生まれ疋

娘だちに虫の字の入つだ名前をつけました。

蛍、虹子、風子といいます。

（定かはしなをき〉
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べません。安来平野は周囲360度陸地です。どの

方向からも外敵が近づけるうえ、 ヒ トの生活空間

の中にあります。 コハクチョウはダチョウの様 に

走ったり、スズメやカラスのように滑走もしない

で飛び上がれません。スズメやカラスは木に止まっ

て寝ることができるので安全なのですが、 コハク

チョウは足にミズカキがありますし、木に止 まれ

ない構造です。｜綾上の外敵が近っきにくい環境、

それは米子水鳥公園です。 米子水鳥公閣の敷地の

大部分がヒトの立入を禁止しています。そ して少

しずつ深くなる水際があります。水際て’寝ていた

コハクチョウにもし外敵が近づいた場合、飛ぶこ

となく池の水上に逃げ込めるのです。水上に浮い

てしまえば安全です。キツネなど陸上生活の外敵

は近づけません。幸い米子水鳥公園の池にはコハ

クチョウを襲う外敵はいません。米子＊烏公園は、

11－＇海周辺で最も安心 してネグラを取れる環境なの

です。

ヒト に大切にされてきたコハクチ ョウでさえ、

その日その日をどうすれば生きていけるか

環境や行動を選択し、最も安全で、効率の良い方法

をi望んでいるようなのでいず。 コノ、クチョウなど、

野生生物が生きていく上には、生きていく環境が

とても大切です。 コハクチョウの場合、安来平野

のようなエサ場と して利用する環境だけではなく、

米子水鳥公園のようなネグラの環境もあってとそ

生きていけるのですロ私はコハクチョウなとフk烏

たちがどこで何をしているか、そして気象条件や

環境の遣いが彼らの行動に どのような変化を与え

るのか調べています。コハクチョウなど生物が特

定の環境を選ぶのには何らかの意味があるようで

す。その意味とはもしかしたら私たちヒトの食べ

物がなくなりますよという意味であった り、私た

ちヒトも住めない地球になりますよという意味な

のかもしれません。 1970年代、中海に渡来するコ

ハクチョウは米子水鳥公閣でなく、 i皇う場所でネ

グラを耳立っていました。コノ、クチ ョウにとっては

良いネグラだったのですが、ヒ トが埋め立てて し

まいました。そのさらに昔々は自然の河川や浅い

1毘I也などでネグラをとっていたのて”しょうヵヘ毛見
bず

;{Eはネグラとして使える場所も僅かになりました。

自然の生物は何らかのつながりがあって成り立っ

ています。 コハクチョウが米子7）く烏公園でネグラ

をとるようになったということは、 手i.たちにどの

ような意味を伝えているのでしょ うか。

（ながのよしはる）
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ョウは安来平野に飛んで弘行くのでしょうか。それ

はコハクチョウが安来平野で何 をしているのか調

べると分かります。私はコハクチョウが安来平野

のどの環境で何をしているか記録して集計し まし

た。すると安来平野のコハクチョウは食べている

場合が多いことが分かりました。その食べ方もク
むし

チパシで二番穂や植物を盆って食べた IJ、落穏を

拾って食

べたり

土の中に

クチノ〈シ

いのでし

ょうか。もし安来平野で夜寝ている聞に外敵が近

ずいてきたらどうやって逃げれば良いのでしょう。

コハクチョウの体重は約5kg、しかも短い足なの

で走って逃げられません。コハクチョウは飛んで

逃げなければいけないのですが、消走 しないと飛

を突っ込

んでキ直生必

のキ艮のよ

うなもの

を食べた

りしてい

ますロコハクチョウは食べるために安来平野に飛

んで行くようです。食べるのが一段落すると羽の

手入れもします。コハクチョウは外敵から急いで

逃げたり、米子水鳥公図に帰る時など飛んで移動

しなければいけません。羽の手入れを怠ると命に

関わるのです。コハクチョウは安来平野で食べて

いるだけではなく、寝ることもあります。 しかし

明るい昼間に寝て外敵に襲われないものでしょう

か。その心配はないようです。：ij_ているコハクチョ

ウの周りには起きている他のコハクチョウがいて

ちゃんと周囲を見わたしながら食べたり休んでい

たりしているのです。

コ ハクチョウは食べるために安来平野に通つ

ているようですが、なぜ夕方になると米子

水烏公園 、

にj帯って

来るので

しょ 7カ益。

そグ〉まま

安来平野

で夜を過

ごすこと

はできな

安来平野で採食するコハクチョ ウたち

米子水鳥公園で寝るコハクチョウたち

0 

二）

28ha、そのなかにある池の面積は約17haです。 コ

ハクチョウはレッドデータプγ ク希少税に登録さ

れてい

コハク 米子水鳥公園のコハクチョウの個体数の

チョウ 経時変化

の約3%が、狭い米子水鳥公園の池に主f~ まります。

渡米当初は首を水の中に突っ込んで、リュウノヒ

ゲモなどの水草を食べて過ごします。 しかし、米

子水鳥公聞にはコハクチョウだけでなく、コ pゲモ

やマガモなどカモ類も多数渡米しており、最も多

い時期で総数1万羽近くになります。 いくら米子

水烏公園が水草の生えやすい環境でもコハクチ ョ

ウたちをー冬養えるほどの量はありません。夏は

i~宮に生えていた水草が11月 になると探すのが困

難になるほど食べ尽くされてしまいます。その後、

コハクチョウは何を食べて冬を過ごせば良いので

しょ うか。コハクチョ ウが一日 中、米子水鳥公園

で水草を食べて過ごすのも波来当初くらいのもの

です。 11月以後になると米子水鳥公園に渡来する

50-100%近くのコハクチョウが中海を越え、島根

県安来平野に毎日飛んで行くようになるのです。

安 来平野は広々とした約2,000haの田園が広がつ

てお り、視界が良〈人工物 もあまりありま

せん。安来平野は米子水鳥公園から約5km離れて

います。 ヒ トがl時速3-4km/hで直線移動したと

して会句

1時間

斗土カミか

コノ、ク

チョウ

，.時

1996年12月のコハクチョウの安来平野で

の行動。 10・12・14・16時にE日間調査した

. , i月22a,1996 

+12月14日.1996 

企 1月14~. 1997 

62月16日.1997 

14時

頭をよげる 7% 

12時10時

n=l7222 

1200 

。
71年

は 5～

10分で

移動で

きます。

なぜコ

れてい

る烏でお

す。 日

本に渡

米する

る干重グ〉

存続が

心、酉己さ

るこグ〉

凶2出世を

ハクチ

ノ、 クチ ョウの渡来は、いよいよ冬

がやってきたと実感させる日

本の冬の使者の一つで‘す。 日本に渡

来するハクチョウ類はその多くが、

オオハクチョウとコハクチョウです。

環境庁がまとめたガンカモ科烏類の

生息、調査報告書によると、1996年1月

15日にオオハクチョウが29,258;pj、

コハクチョウが31,198羽、日本に波

米していたと報告しています。ハク

チョウ類は昔から日本人と関わりの

深い烏です。 日本語：記に よると、今

の鳥取県に烏を取るための職、鳥取

宵IIを置き朝廷にハクチョウを献上し

ていたと言われています。鳥取の地

名の由来はここからきているようで

す。白鳥神社は全国至る所にありま

すし、現代もハクチョウ類のために

エサを与えている池や湖があります。

日本人にとって心をうっこの白い鳥

は昔から神の使者として、心なごま

す鳥として大切にされてきた生物の

代表的な存在です。ハクチョウと聞

いてどのようなイメージを思い浮か

べるでしょうか。チャイコフスキー

作曲の「白鳥のi却uとい う有名 な音

楽があるように、水面に真っ白な身

体を写した姿で、しょうか。 それとも

水商にまかれたエサを一生懸命食べ

ている姿でしょう か。長年大切に さ

れているハクチョウたちだけに幸せ

そうに見えるでしょうか。

自 取県米子市にある米子水鳥公

'"V （習は、 El；本に渡来するコハク

チョウの集団越冬地と しては最も筒

にあります。北極に近いコリ ？など

の混地術て鋼生まれたコハクチョ ウは、

ロシアや日本列島の湿地を点々とし

ながら少しずつ南下し、ょう やく米

子水鳥公｜弱にたどり来年きます。 毎年

10月末ぐらいにコハクチ ョウの第一

陣が渡来します。 第一陣は数羽程度

の群なのですが、少しずつ数を増や

し11月1:,.1頃には約1,000羽のコハクチョ

ウが集ま り、翌年の2～3月まで滞在

し ます。米子水鳥公~tの総：面積は約

4 
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限虫類生態館フイファー”でのなやみごと

アイファーの心臓部、地下の機械室

ュー タ一芳lがびっしり詰め込まれています。 当i重l

内に生息地にili:い環境を再現し、そこで動物を展

示する事で動物とその環境について関心を持 って

においては、 これ らの水族館施設を扱う経験がな ー一 一 一 -・ -・ .. 

') 

かったため、動物達 よりも機械にふり まわされて 方や夕方あるいは夜に活動する事が多 く、 日中ワ J 
いた毎日 でした。何か トラブノレが起 きて も機械が

ハイテクすぎてどう対処すればよいのかもわから

ず、業者の人が来る まで指 をくわえて見つめる事

しかでいきない司王も多々ありました。 しか し、 こt'L

らの故障は魚やデリ ケー 卜な生き物遥の生死に直

接関わるため、 何 もかも業者にまかせ るわけには

いかず、機械と1'1＇良く なるために必死で、動物逮

については維持するのがやっとと いうぐあいで し

た。やがてオープン して2年余り がたち、機械類

のきげんもかなり 良く なってきて、 我々飼育係 も

なんとか対！阜、もできるようになったと 同H寺に、 動

物逮の飼育や1民示、繁殖について考える余祁がで

きてきました。さてこのアイファーで始めた生態

展示、つま り動物だけを見せるのではな く動物令

6 

なきごえ33(9) .1997 

われるのですが、 それが彼らの生態であ り、「生

態館Jを名乗る以上あまり動物達にムリをさせた

くありません。 とは言っても動物を見せる亭も我々

の 目的であり 、関心を持って もらいたいのも事実

です。そこで彼らの生態を理解しやすいよ うに解

説や展示を工夫していく の も重要なことの一つで

す。夜行性などであまりにも展示効果のないもの

は他の動物と交代させたり 、動物自身は隠れてい

るつ もり でも人からは見えるような隠れ家の工夫

をしたり、 あえて入園答の興味をそそり逆に探し

て もらう ような解説をつけたりと色々なアイデア

を考えました。そして我々飼育係が行きあたる も

う一つのテーマが繁殖です。

!fil.寂動物園の目的が「環境教育Jと「種の保存J
－ー と言われている中、アイファーでは「見せる」

ふ

部分では効果的な要素を持っていますが「殖やすJ

面では不向きな要素があるのてす。本来立宮川均にと っ

て他の動物の視線は脅威となる事が多〈、動物園

で一 日中お客きんに見られ続けているこ とが動物

遥に とってはス トレスの原因になる事があります。

それは休閑日にリラ ックス した動物の態度て”もわ

か ります。 みなさんも一 日中人混みの中にいるだ

けでもと ても疲れるでしょう。さらに展示室内で

はスペースが狭かった り、 入園答によく見え るよ

うに充分な隠れ家を与えられなかった り、ま た他

の個体や異なる種類の動物 がいっ しょ にいた り、

逆に繁殖に必要な個体数を入れられなかったりと

あまり 良い条件がそろわないのです。そこで役に

立ったのがアイファーの1階 と屋上に設け られた

予備収容室です。もともとここは展示していない

控え動物や病気の動物を収容するのが目的の部屋

でした。でもこの控え室には様々な子供達が生ま

れはじめたのです。 最初機械にふ りまわさ れてい

た頃、卵胎生（卵を体内でふ化 させ赤ちゃんを出

産する）のアオハ リト カゲがいき なり 赤 ちゃんを

出産 した司王がありま した。やがて担当者逮に も余

裕ができてきて、この控 え室で色々工夫を こらし

繁殖への挑戦を しています。

1く 生昆虫のタガメ は交尾のあと水上に出た杭

などに干が卵 を産み、その後、 卵がふイじす

るまで♂が卵の世話を します。ふ化 した幼虫は共

食いをさけるため 1匹ずつ別々の答器に収容 しま

す。へ ビのアカダイショ ウは冬に冬眠をさせる事

で春に交尾、PI.卵 を行ない、たくさんの卵や赤ちゃ

んが生まれています。一方 1頭で収容していた若

い ミズオオ トカゲが大き な卵を産みました。 これ

カミら♂と や ν ． 

の同居が

うま くい

け1±＇き っ

と良い卵

を産むで

しょ う。

屋上にカ

ー γ：；－ . 
• l-.u,.. 

.-.’ ・.ふ

メやス Y 卵からフ化したばかりのスッポンの

ポンを産 赤ちゃん

卵 させるためのプールを作りました。何年かの後

に産卵が見られればと恩っています。

赤ちゃんが生まれたら餌の確保も大切です。イ本

長 lOcm前後のヒキガエルは大きなパ yタでも食べ

てしまいますが、オタマジャクシからカエルになっ

たばか りの lcmにも満たない子ガエルはショウジョ

ウパエや数ミリのコオロギの幼虫を与えます。 ｜司

じへビでもアオダイ ショウの子はマウスの子を食

べ、ヤマカガシの子はメダカや金魚を食べます。

この他にも色々な動物の赤ちゃんが生まれ、 これ

が火種となって私達の挑戦はさらに続く ことで し

ょJo

~ んな中、時には予期せぬ動物がやって来る

事があります。ペッ トにするため不法に密

輸 され空港で保謎された動物や、 ペッ トとして飼

いきれな くなり捨て られて保護されてきた動物達

です。人間の気まぐれで行 き場をなく した孤児遥

の保護も私達の役目ですが、この孤児を増やさ な

いよう訴えるのも大切でし ょう。先 日展示室で、

卵胎生のへビ、

ボアコンス トリ

クターが赤ちゃ

んを出産 しまし

た。不都合だら

けの展示室で彼

女らは赤ちゃん

を産んだのです。

飼育係は理想的

な環境を目指 し、 卵胎生でうまれたボアコンス トリ

生命は生き る道 クターの赤ちゃん

を見つけます。環境に適応しようとする生命の力

強きを見た気がしま した。今後はこのアイファー

で、 小 さく力強い生命の営みをも展示できる生態

館にできればと思っています。

（飼育課 ・西村慶 太）
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「麻酔の話J
:A 療や検査などのため動物を動かなくする必
Jロ

要のある時があります。小さな動物では網
か..，

や袋を被せて行う とともあるのですが、 とれが不
そ＂

可能なときには麻酔を使います。側IJに近寄れない

動物に、このような目的で麻酔楽を注射する場合、

距自！E.がある時には麻酔銃、近い時には吹き矢式注
つつ

射器を長い筒て酬黄色ばします。さらにもっと近い場
や り え

合には槍のように柄の先に注射器を取りつけて行

う方法もあります。

銃や吹き矢式で飛ばす注射器は原理的には、通

常の注射器とおなじで、議を入れる部分があって、

注射器の内筒といわれるピストンを押すことによっ

て針の先から楽が動物の体に注入されます。違っ

ているのは、ピストンを手の代わりに圧縮空気や

その他のガスの圧力、あるいは場合によっては火

薬の爆発力で抑

す点です。ガス

の圧力を利用す

るものでは、針ー

の穴は、先端でい

そ

好
、
格

て

ぐ
い
品
塞

て

を

い

穴
つ
の 麻酔銃と吹き矢

てー合成樹脂の輪になったテープがはまっています。

動物の体に注射器が刺さった瞬間とのテープが後

ろにずれて、針の穴から薬カ<JI欠き出す仕組みになっ

ています。

最 近の例では、バーバ リシープの酬やイン

ドニシキへビの治療に麻酔を使用しました。

ノ〈ーパ リシープの場合では、オスの蹄が異常に伸

びすぎて歩 きっーら くなったため蹄を削ること にな

りました。その推定体重約100キログラム、この

推定体重から麻酔薬の量を計算します。推定体重

は、いままでに蓄積した多くのデータや目測によ

る体長や栄養状態から割り出します。

ノぐーノぐリシープは麻酔銃が命中してしばらくす

るとふらつくようになり、やがて座り込んでしま

10 
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います。ついに

は、完全に績に

なり動かなくな

ります。そっと

の効いていること、呼吸が止 まっていないことな

ど何度か確認しつつ作業を進めていきます。全員

汗 まみれになって、削蹄が終了したところで、麻
き勺こうやく

酔から速く覚めるよ うに桔抗薬と呼ばれる薬を注

射して急いでバーバリシープから離れます。麻 酔 -

が舷笑に速く効く ことと同時に必要がなくなれば ‘）） 

早〈覚めてくれることが、大裂の動物の場合特に

大切です。 この時は非常にうまくいき、桔抗薬注

射後5分ほどで麻酔から覚め立ち上がりました。
したあご 陪

さ て、ニシキヘビの場合、下顎が脹れてきた

ため検査をすることになりました。なかな

か堂々たる大蛇で、噛み付ーかれても、巻き付かれ
うろこ おお

ても無事ではすみません。全身鱗で、夜われている

こと、又、近距離から注射ができそうなので、給

式の注射器を使用するととになりました。これは

給の先の部分に普通の注射線を入れる部分が付い
え

ていて、絵の柄を持って突くと注射器のピストン

が押され薬が注入されるよ うになっています。注

射はうまくいったのですが、困ったのは先のパー

パ リシープの例 と異なり、どこまで麻酔が効いて

いるのか、わかりにくい点です。ょうやくのこと、

4、5人がかり で押さえて、イ本重を量ったり、長さ

を測ったりで、その聞も長い体を曲げようとした

りして、 麻酔がかかっていても結構な力です。も

ちろん、麻酔が効いていなければ、検査も 治療も

できないでしょう。測定の結果、体長約4.3m体重

47.Skgもありました。脹れている部分に溜まって
うみ

いる践を抜いて消毒をし、抗生物質を注射してか

ら、バーバ リシープのときと 閉じように麻酔から

速く覚めるよう に措抗来を注射しま した。麻酔の

効き具合同様、覚め具合についてもはっき りしな

いので弱りました。

一般の動物病院では使うことはないでしょうが、

麻酔で使用する吹き矢や槍はワクチンやその他の

淡の注射にも使ってお り、動物図の診療には大変

重宝なものとなっています。

（飼育謀高橋雅之）

なさごえ33(9) .1997 

7 /18. 6月と7月に保護したドバト、スズメ、

カワラヒつを自然復帰させ ま した。

7 /19. 7月 16日 にネコ舎で生まれた力ラ力

ルが E頭であるのを確認しました。

巨~ アミメキリンのサキコ” “ジヤ
ネ ッ ト”母－

イ子と“八jレ
f責

ミ”“ピッ II.ii
卜”母仔を陪昆

同居させま J61し
した。 しば

らく様子を見てオスの “ナガヤ”も同

居する予定です。

~亘］ホッキョクグマに氷柱をブレゼン

卜しました0・・・・・－11馴
この行事は

毎年大暑の

頃におこな

っているも

ので、 2頭

のホッキョクグマは氷柱をなめたり、

プール に 落と して遊んだり、ひととき

の涼を楽しんでいました。

コ

7 /24. “烏の楽園”て、今年ふ化したシュパシ

コウのヒナが巣立ちしました。まだう

まく飛べないこの機会に、個体管理の

ための足環（リング）を付けました。

7 /31. ライオンが3頭生まれました。

巨~腿虫類生態館“アイファー”て七 ヨ
ウモン トカゲ

モドキが2頭

ふイじしました。 、－－－~
今回で3回目 点I

の繁殖です。 -'cQ' .、

8/2.今年“鳥の楽 に
園 ”で‘ふ化し

、‘

ミ込

そ宮、

" 

た八夕、ダトキE羽に足環を付けました。

日／ 7. 6月 7日に生まれたアムールトラの赤

ちゃんE頭の体重測定と性別確認を行

いました。性別はオス、メスでした。

同時 に、ワクチン接種も行いました。

8/10. 工ジプトガン5羽が熊本市動植物園か

ら贈られてきました。検疫終了後、

9月末にオ ブンする新力パ舎で展示

する予定です。

日／13.7月 2日に生まれたライオンの赤ちゃ

舎月もおもしろ情報満載

ん 2頭を母親と一緒に試験的に屋外で

展示しました。

8/14.鶴見緑地 にある“生き生き地球館”か

らタガメ10匹、コオイムシE匹、 オオ

コオ イムシE匹をいただきました。

区互豆亘 6月に

生まれたア 記

ムーjレトラ 長
日

の赤ちゃん Ji,・
2頭の屋外

放飼を始め 4

ました。 8月19日から般公開。

アオミミキジのオスを神 戸市立王

子 動 物園に贈りました。

~豆目新力パ舎の完成にともない、 E頭
のカパを移動幅＇＂＂＂＇...，，町ーー~....... ー

させま した。

作業は旧力パ

舎に設置し た

鉄製の大きな

輸送艦にカパ

を収容し、大

型クレ ン と トラ ッ ク で 新 力 パ 舎 に

移動する大掛かりなものでしたが、無

事 E頭の力パを収容できました。新力

パ舎のオー ブンは9月四日の予定です。

・お知らせ・

・天王寺動物園

秋の動物と花のフェスティパlレ

日時： 10月12日（臼）～11月3日（祝）

（上記期間の日 ・祝日）

・天王寺公圏

第四回関西盆栽美術展

日時.10月lfヨ側一10月10日（祝）

第66回大阪市菊花大会

日時.10月四日嗣～11月IB日（日）
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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。
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生態・飼育・図鑑~~認さり
85変~判・オールカラー
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動物園で暮らす峨々な生き物逮、

自然の中ではどんな暮らしをし

ているのか？ 動物閣での世話

の仕方はワ 仲間は9 など、

写真と精密イラストをまじえ紹

介します．

DEAR LIFE BCJOKS 

会ひかりのくに株式会社 柑／市大阪市天王寺区上本町日時 768-1151傾 地書館〒1~4 服部中央区築地肌2π問問ー3731 m 附 41-5799 振替001
⑥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。）

お求めは、お近くの書店で。

天王寺動物園の本
入園の記念・手引に・．

新作

群号「楽しい天王寺動物園」
19分（10本常備）

οl 
マヨ9”の鷹羽2・u

~~~！ 
:. ;i~ 品ノ

・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。

じ ゃやや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 ￥800(50度用） 圏内売店にあります。

（株）増田食品理想？長官積「？？
干543大阪市天王寺区茶臼山町6-74 ft (06) 771-0201 大阪市天王寺動物園協会



近畿 コカ・コーラ ポ卜リ ング株式会社
則附 E日CAC日LABOπLING CO .• LTO. ＜コカコーラ指定会社〉
Coc.·Coi•とCokolHho C田•·C。la Campa町田量日高標Tす

a~鳥獣輸入
が｜！ I~＼ 全国動物園水族館御用達

r .. : ；；：：~h~i，＝：，：も一間
本社神戸市中央区中山手通3丁目11番 4号 電話（078)221-8195刊

飼育場兵庫県小野市来住 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

~ 

） 

TEL 06-771-0973 

お食事・飲もの・おみやげ

'" 
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雪印

カルシウムを摂るなら牛乳や乳製品カ可里想的．それは、牛乳のカルシウムは、とても体

に吸収されやすいからです．この牛乳のカルシウム吸収のよさはそのままに、カルシウ

ムの量を600mg（成人1日あたりの所要録）までアップさせた、雪印毎日骨太．日本人

に不足しがちなカルシウムを‘効率よく補給するために．ぜひ毎日お召し上がりください． ／守、

雪印毎日骨太 ＠ 

圃図面臨画面画函圃園

一日

愉快に

たのしめる

。圏内3ヶ所（南園高架下・北圏

中央デッキ北側・北国高架下）に

各種、のりものもがあります。

久竹娯楽株式会社
TEL(Q6)54ト3938（代）
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