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（撮影：市川久雄）

・ー－カバーウォッチング
アカハシウシツツキ

スズメ目 ムクドリ科

学名 Bψ，ftaguserythrorhJ川c/111s

英名 Red-billedOλ戸・cker 

学名はギリシヤ語で赤い鳴をした牛

を食べる鳥という意昧です。

赤い腐と眼の周りの黄色い裸出部が
特徴的で、東北アフリカから東アフリ

カのサバンナに分布し大型車食獣と共
生関係にあって、寄りつく昆虫を繍食

します。
｛飼育際．中川哲男）
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｜｜｜｜｜｜｜｜｜動物色私 ｜｜｜｜｜｜｜｜｜

「ラムちゃん白書白

lま くは夜行性なので、 ここの住人達とは生

活時間ガ逆です。生後3週間でここに来

まし疋。 ここから他の所へもらわれてゆく予

定だつだのに、 ドタキャンとかでここに住む

ことになっ疋らしい。はじめは歓迎されない

害人だったようで、住人は「どうする、どうす

るの、今さら返せないよね」とぼやいていだよ

うに思う。ぼくはどこだっていいんだけどね。

ここに来て一週間くらいしてから住人の待遇

ガ、ちょっと変わってきだように思う。「かわ

いいね。リスとネズミとどっちに近いの。あっ

テレビにラムちゃんガ出ているよ」などとはしゃ

いだ声も聞こえる。どうやらぼくの名前はラム

ちゃんらしい。はじめはひまわりの種ばかりく

れてい疋けれど、本屋で「I＼ムスターの飼い万」

カンガル一類最大積のlつ．埼ース トラリアの
内陸部の平原に生息し、 10-12顕の群れをつくり

ます。

昨年の9月にほ鋭の育児童量より Jiljを出しているの

が確認されました．生まれて5～6カ月目で顔を出

します. 10～11カJ]たつと、大きくなって育児童匡に

入れなくなり 、独立します。
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とかいう本を立ち読みし芝らしく、やたらと

いろんなものをくれるようになった。かぼちゃ

やりんごはいいけれど、ナスやきゅうりは搭

みじゃない。季節ガ変わって、 かきゃくりや

しめじなんかもメニューに加わってぼくの食

生活は豊かになった。菜っぱも食べなきゃだ

めよと住人はもうひとりの住人に言われてい

る。おいしいのにね。住人の都合により寝て

いるところを起こされて、部屋をそうじされ

る以外は平和な日々定。一日一回の外の敵歩

には冒険ガいっぱい定。ぼくは回し車ガあま

り思きじゃない。運動不足を山配しだ住人ガ

文庫本を丸めて入れてくれ疋。 これガすこぶ

るいい。ピリピリ読み〈？〉かじっていく感触

ガいい。かじっ芝紙は集めて運んで暖房によ

し。紙質はやわらかく肌ざわりよし。大きく

かじって戸口の風よけによし。ぜひとも仲間
ぜっ

に教えたいと切に思う。住人はぼくのことを

超マイペースなヤツと時13io「舎を生きている

ね」とや定らとほめる。住人はどうやらきのう

を悩み、明日を思し（蹟そうらしい。「きみは神さ

まに愛されているん芝ね」と言われても、ぼく

にはむつかしいことはわからない。けれど

このドングリガおいしいことはよくわかる。

ポリポリ。

〈ラムちゃんはゴールデンハムスターです〉

（まつあかさわこ〉
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・コウモリとはどんな動物か

皆さんはコウモリを知 っていますよね。そ

れじゃ、コウモリってどんな動物だと思いま

すか。

「洞窟に住んでいて、柴田 で人聞 を襲い

J（且をl汲う動物」

「まわりの状況に よ って烏の仲間にも獣

の 仲間にもなる、ずるい動物J
こんな悪いイメ ー ジを持つ人が多いのでは

ないでしょうか。

では次の質問です。皆さんはコウモリを見た

ことはありますか。「動物闘で見たJという人が

多いようですね。でも、家の近くで見た人もい

るでしょう。コウモリは、笑は町なかでいちば

ん簡単に見ることができる野生動物なのです。

天王寺動物園

にいるのはエジ

フ四ト／レーセット

オオコウモリと

いう種類です。

家の近く を飛ん

でいたコウモリ

は、たぶんアブ

ラコウモリでし

ょう。コウモリ エジプトルーセットオオコウモ リ

（翼手類）は世界じゅうに約980種が住んで‘いて、

これは哨乳類全体の1/4にあたります。ネズミ

やリスの仲間である怒歯類は約2,000程なので、

H甫乳類の3/4はネズ ミとコウモリの仲間 とい

うことになりますロまた、日本国内には約100

種類のH雨乳類が住んでいますが、 この うち1/3

はコウモリです。どうです、種類の多さに篤い

たのではないですか。こんなに多くの種類が

いるのは、 「空を飛ぶ」とい う優れた能力があ

るので、生きていく うえでラ イバルが少ない

という こともあるでしょ う。何しろ、 30億年以

上の生物の歴史の中で、「滑空jではなく自由

に飛ぶことができたのは、「昆虫」「鳥」「興竜J
「コウモ リJと、たった4つのグループだけなの

で「ナカミら。
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・超音波レーダーで飛行

きて、コウモリは、おもに果物などを食べ

るオオコウモリの仲間と、飛んでいる虫など

を食べる小型コウモリの仲間の2つに大きく分

かれ、各地の動物怪｜にいるのはほとんどオオ

コウモリの仲間です。野生のオオコウモリは、

日本では小笠原や沖制など亜熱帯の島でしか

会うことができません。これに対して小型コ

ウモリの仲間は北海道から沖縄まで、広〈分

布 しています。住んでいる環:loi'li:も、洞腐や森

林、人家などさまざまです。 夜の聞の中を超

音波のレーダーで自由自在に飛行しているの

は、この小型コウモリの仲間です。

人聞の耳は普通50-20,000ヘルツの周波数の

音を聞 くことができますが、これより高い音は

「超音波Jと呼ばれ、普通は聞くことはできま

せん。小型コウモリの仲間は口や鼻から超音波

を出し、 障害物に反射して帰ってきた音を耳で

とらえます。帰って来るまでの時間や角度で障

害物の位置を知ることができ、電波を出 してあ

たりを探るレーダー と原理はまったく同じで

す。コウモりはこの超音波レーダー で聞の中で

ぶつからずに飛び回り、何ーとなる小さな昆虫を

探すのです。なお、オオコウモリは大きな日で

障害物を探しますが、ルーセットオオコウモリ

のイi:11聞は超音波もあわせて利用しています。

・コウモ リの声を聞く

コウモリの観察が難しいのは、夜間飛び回

るから で しょう 。研究している人も少なく、

日本のどこにどんなコウモリがいるのかさえ

まだよくわヵ、つ

ていません。 し

かし、最近では

ヨーロッパを中

心に、 「ノ〈ット－

ディテクター」

を利用した観察

が盛んになって

きています。 こ

の機械は、コウ パッ ト・ディテクター

r) 

よ）
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モリの超音波を人聞の耳に聞こえる周波数に

変換してスピーカーから出すもので、これによっ

て真 っ暗な中でもコウモリを採すことができ

ます。また、コウモリの出す超音波は種類ごと

に周波数や声のパターンが違うので、ちょうど

烏のさえずりで種類を見分けるように、超音波

でコウモリの穂を識別するこ とも可能です。

このパット ・ディ テクターを使って、上野動物

園でアブラ コウモリ の観察会を聞 くようになっ

て4年にな ります。

・アブラコウモリの観察

町の中で見ることのできるコウモリは、イ

エコウモ リとH乎t:f;f'Lることもあるアフ。ラコウ

モリです。これは日本て-Jiまも普通に見られるコ

ウモリで、体重約7g・頭胴長4～5cmですから、

契をたたむとちょうど大人の男性の親指 くら

いの大きさを したかわいい動物です。 lcmほ ど

の｜療聞があれば休を入れることができるので、

昼間は木造住宅の羽田板の間や雨戸の隙問、瓦

の下やコンクリ --－・－- ・-- ーー一 一一

一ト の割れ目な

どをねぐらにし

ています。冬は

冬眠しています

が、春から秋に

かけては日没後

しばらくする と

ねぐらを飛び出

し、 飛んでいいる小 さな虫を超音波のレー ダーで

探して食べていますロユス リカなとフk生昆虫

が発生する川や池の上空に多いようですロ

普通、野生動物の観察会 というと、山奥の

人のあまり住んでいない所に行かなければな

らないのですが、アブラコウモリの観察会は

H汀のなかでできます。東京や大阪の ように人

のたくさんイ主んでいる大都市でも、夜空を見

上げる人は少ないのか、 思わぬ所でアブラコ

ウモリを見ることができるでしょ う。 暗くなっ

てから上野動物園内に ある不忍池にノ〈ット

テ4ィテククーを向けると、「ピチピチピチ」と

いう音がして、ネオンで明るい夜空をパック

に併を捕まえるために急旋回する姿が見えて

きます。観察会の参加者は、こんな身近に野

生動物がいる ことと、それまでのイメージと

ずいぶん違ったコウモリの姿にびっくりする

ようです。 だって、ビルの_-;IEぶ者llrl1でちょ っ

と上を見るだけで、 ノラネ コなんかじゃない

正真正銘の「野生動物jがいるのですから。

・ 「良く わからない」 ＝「気味が悪いJ? 

日本でも西欧でも、コウモリは嫌われるこ

との多い動物です。でも、コウモリのどこが矧t
いなのでしょうか。多くの人は、コウモリの

ことを何も知らずに、ただイメージだけで淵tっ
ているのではないでしょうか。

コウモリは夜に活動します。私たち人聞は超

音波レーターを使 えないので、まわりの様子が

見えない閣を非常に恐れています。この「閤J
への恐怖がコウモリと結びつき、ヨーロッパで

は悪魔はコウモリの翼を持っと考えられたの

てーしよう 。また、コウモリは王見3笠も初f多毛カ汁盆ん

でいないように、その生態は普から謎に包まれ

ていました。「良くわからない」から「気味が悪

いJと決めつけてしまうのは、偏見というもの

です。

動物闘の機能のひとつに、動物の本当の姿を

知 ってもらうこと があります。 天王寺動物園

でオオカミの愛情あふれる挨拶行動 を見たら、

これが「赤頭巾ちゃん」に出てくる残虐で恐ろ

しい動物とは信じられないでしょう。たくさ

んの人に、自分の目で動物を見ても らう ことは、

その動物を理解し守っていくためにとても役

に立つはずです。観察会というスタイルで野

生動物の暮らしを身近に感じてもらうことも、

この意味で動物園ができる大事な仕事でしょ

う。それに、 都市に住む私たちのすぐ近く で生

きている 「小さな隣人」コウモ リたちに対して

は、休が大き

くカの強い人

聞のほうが積

極的に気を使

ってあげるべ

きです。アメ

リカやヨー ロ

ツノマで‘も、 コ

ウモリの砂「究 欧米のコウモリ資料文献

や保護活動を行う 人は椴えており、たくさんの

普籍類が出版されてコウモ リの魅力を広〈伝

えています。

さあ、皆さんも夜空を見上げて、これま で

気づかずにいたお｜弊りさんに挨拶してみませ

Ivカ＇o
‘、 ヲ ら，~，すし

東京動物同協会 チ｜ニ内岳志
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ゆ 骨骨骨骨然、骨骨骨骨併骨骨骨骨骨骨骨骨併州、

本 誌97年 12月号では、シアトルとわ7 の

動物園を紹介しましたが、今回はサンディ

エコqの水族館と動物園を紹介しましょう。

最初に訪れたのはシー ワールドでした。民

間企業の経営で遊園地的要素の~!11 い施設です

が、教育活動にも力を入れていましたロ有名

なペンギンエンカウンターでは長いガラス展

示の前をムー ビングウオークに乗ってペンギ

ンたちの泳ぐ姿を見ることができます。コウ

テイペンギンやジェンツーペンギン、アデリ←

ペンギン、ヒゲペンギンなどのペンギン類が

氷温にjfiいt足度の室内で混合飼育されていま

す。王!fl,；在では類似の施設が日本でも海遊館や

白浜のアドベンチャー ワ ル ドでも見られる

ようになりましたが、さすがに本家のシーワー

ルドのものは規模が大きく烏の数も多い見応

えのあるものでした。

最近オープンしたワイルド －アーク ティッ

クという極北の展示ではアザラシ、ホッキョク

クマ、セイウチ、シロイルカなどが展示されて

いました。北極の研究基地の風景が再現されて

おり、その徹底ぶりは目を見張らせるものでし

た。人気のある施設ですので、入館まではあの

大阪万博のパピリオン入館時のように並ばな

ければいけないほどです。しかし、客を飽きさ

せないように列の要所、要所にはテレビが設置

されており、 北極の探検のH則象が流されていま

す。館内に入るとまず50人 ぐらいが座れる部屋

に入り、 北極の動物たちの臥ゴ象紹介。北極の基

地からへリコプ

ターで飛び立ち、

北極の動物を探

検する設定にな

っています。映

像皇室は2室あり、

私はII寺間がなか

ったのでイ本験で ＆
ワイルド・ アークティックのホッ

きなかったので キョクグマの展示

すが、 1室は椅子が削ばjに連動して動くように

なっており、臨場感をl味わえるようになってい

ます。約 10分の映像を見た後、いよいよ展示動
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物を見るわけですが、限とイ象を見せることによっ

て入館者をうまく 制 限し、I昆雑することなく誰

もが快適かつ安全に館内を見学できるように

工夫されていました。基地の施設の再現は本当

に徹底していて感心するばかりでした。通信用

の電話を取り上げるとセイウチの鳴き声が聞

こえるようになっていたり、昔の探検隊の難破

船が作られていたり、壁面と天井が本当の氷に

覆われ、北極の寒さを実感できるようになって

いたりします。研究室の楳本棚にはアザラシや

イルカの頭骨が置かれており、それぞれの頭骨

にはちゃんと標本の札が取り付けてあります。

かたわらのドアはスタッフ用の出入口なので

しょうが、単に立入禁止と普かれているのでは

なく“専門の研究者以外は立ち入りを禁ず”と

念の入った表示の仕方でした。

もちろんアシカやイルカのショーも行われ

ており、とりわけシャチのショ ーはと てもス

ケーjレの大きな演技の数々が繰 り広げられて

いました。 細かい配慮、ですが、 ショーの時間

や給餌の時間やノマビリ オンの開館時間などは

季節によって異なるため、配布されている圏

内地図にはその日の時聞がわかるように、そ

の部分だけが毎日プ リン トアウ トできるよう

にさ ~'Lていま した。

首？ に訪れたのは、 世界ー といわれるサンディ

仇 エコー動物園です。最も 印象的だったのは ） 
カパの水中遊泳を見 ることのできるカパ舎で

した。天王寺動物園にも昨年の秋に水中のカパ

を：観察できるカパ舎ができましたが、それより

スケールが大きいすばらしい展示でした。パ ピ

ルスやサ トイ モの仲間の植物が生い茂り 、まる

で、白然の中にいるような気がしました。大阪

より ii'iiU!ttなサン

テ酔イエゴの気候

をうらやましく

忠、いました。カ

パ舎のガラ スの

前にはたく さん

グ〉／＼々 カ苛洋カずっ

ており、カパが カパの水中展示
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動くたびに歓声をあげていました。子供たちの

“カパが泳いでいる。”“わあ一！でっかい”

といった芦があちこちから聞こえてきました。

ほんとうにいつまで見ていてもあきませんで

した。また、カパといっしょに魚が飼われてお

り、カパがじっとしていてもカパの体に群がっ

ている魚、たちを見ているだけでもおもしろい

ものでした。当国のカパ舎では、現在、魚を飼っ

ていませんが、草食の魚、を飼えばカパの糞も食

べ、 7.Kの浄化にも役立つのでぜひ飼ってみたい

と思、っていますユ

また最近オープン したホ ッキョクク”？の展

示もすばらしい

ものでした。ホ

ッキ ョクグマだ

けではなく、閉

じエリアで、ミ

コアイサやケワ

タyゲモなどの7.K

鳥、ホ ッキョク 背景に トナカイを見る ことができ
ギツネなどの極 るホッキョ クグマの展示

地の動物も展示していました。カヲス展示のホッ

キョクグマの奥にはトナカイ舎が見えるよう

に設計されていました。まだオープン聞も ない

ため、 植物があま り大きく育っていないので、

ちょっとさみしい感じがしましたが、植物が大

きく なればきっとすばらしいシー ンが作りだ

されるでしょ う。

サンディエゴ動物園では次々に古い動物舎

がバイオーム展示の考えに従い建て替えられ

ており、先に触れたカパ舎やホッキョクク、？舎

の他に熱帯の展示と して熱帯雨林のロー ラン

ドゴリラ、ピグミーチンパンジ一、トラ、 7 レー

ノ〈クの展示などがみごとに作られていま した。

5呈 後に訪れたサンディエブ －ワイルドアニ

局又 マルパークはサンデイエゴ動物園と同様

サンディエゴ動物園協会が運営している動物

園でサンディエコー市内から車で約1時聞の距離

にある広大な動物園です。敷地内は束アフ リ

カ、北アフリカ、南アフリカ、アジアの草原、

モンゴルの草原に区分されており、 外周 をモ

ノレールに乗って見る形式にな ってい ます。

いわば外周をまわるサフ ァ リパー クのような

形式の動物園です。

しかし、歩いて見ることができる部分も充

笑しており 、とても一日 では全てを見る こと

ができませんでした。その中で最近オープン

したハート・オブ・アフ リカという名のつい

た展示は最高で

した。広大な束

アフ リカの展示

を背景にオカピ、

フラミンゴ、チー

タなどをうまく

配置し、展示さ

nていました。 東アフリカ地区の展示を背景に し

闇路には動物のた水鳥の展示 （録影．安回卓安）

足跡がつけてあり、それをたどっていくとそ

の動物舎に行き着くようになっています。広

大な東アフリカゾーンに接するところではキ

リンに餌を与えられるようになっており、教

育担当者が説明 しながら入園者に餌を与えさ

せるようにしていました。 また、 エリア内の

教育センターはアフリカ現地の研究センター

のような建物になっており、うまく景観にマッ

チするように配慮、されていました。また、こ

こて”行われている新しい試みは動物名札や解

説板が全くないことです。 その代わりにエリ

アの入り口に動物のイラス トと解説の入った

小冊子が置いてあり 、自由に取る こ とができ

るようになっていました。観客は図鑑を持っ

て、ちょっと したノ〈ー ドウォッチングやアニ

マルウォッチングの気分を楽しめる ようになっ

ています。 もちろん、 この冊子は持ち帰り自

由で、 不要な人のためには返却箱が設けられ

てお り、リサイ クルさ れていました。景観を

作 る上で動物名札や説明板は どんなにうま く

作っても、景観とは異質なものであり、思い

切ってこれらをなくし小冊子 と教育担当者が

対応する試みは、日新しいもので した。今後

取り入れていく べき一つの方法ではないかと

恩、1っオ1ました。

ほんのわずかなアメ リカ の動物園を見ただ

けですが、展示さを聞の作り方には学ぶところ

が多くありま した。今後の天王寺動物閣の獣

会設計に役立ててい きたいと考えて い ます。

今回は主に展示空間の作り 方の観点から見て

きま したが、教育的な配慮、動物舎の安全対

策、サー ビス蘭な ど多くの学ぶべき ことがあ

り、また機会があればアメ リカの動物園 を訪

ねてみたいと考えています。

（飼育課：榊原安昭）
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天王寺動物園では平成9年度中に

250頭もの赤ちゃんが生まれまじ
た。そのうちのいくつかの赤ちゃ
んの姿を紹介しましょう。
現在の姿と比べてみて：下さい。

弱々しく泣いていた赤ちゃんも

大きくなりました。まだ、親に

はおよびませんが立派な姿をし

ています。オスは現在富士自然

動物公園で暮らしています。

なきごえ34(3) .1998 

百獣の王でも赤ちゃんの

頃は愛くるしい姿をして

います。

現在は2頭とも富ナ自然動

物公圏で暮らして ーます。

当園にとって初めての赤ちゃんです。

一般公開の日 （1 1月1日）には危なつ

かしい足どりて・放飼場の竹の上を歩い

ていました。

母親のおなかの袋かう可

愛い顔を覗かせると来園

者かう「かわいい～Jと

いう声がたくさん聞こえ

ました。

9 



獣医室から＠

虫について思うこと

A..回は虫のお話です。 虫と言ってもかぶと

／ 虫やゴキブリのお話ではあり

ません。おなかの中の虫です。「回

虫jや「さなだ虫Jといえば、ある

年齢以上の方はごく聞き慣れた名

前に感じられるのではないでしょ

うか。けれどもこんな名前を知って

いる中学生はほとんどいないよう

町
｜ 援本物叫目·~.ri•J3t!/V

です。（ちなみに私も若いですから、こんな仕

事をしていなければ今でも知らずにいるはず

です… ？）寄生虫は今や急速に日本

の人聞社会から忘れ去られようと

しています。

ところが日本でも人間以外の動

物たちの中では、まだまだたくさ

んの虫たちが暮らしています。動

物園の動物たちはどうでしょう？

他のところから動物園に動物がやってく ると

きには、 その動物が病気を持っていないか、

おかしなところがないか検査をし

ます。これを検疫といいます。こ

のときに虫の検査もします。もし

虫が付ーいていることがわかれば、

虫下しを飲ませたりして退治して

から他の動物と一緒にしたり、お

客さんに見える場所に移したりし

ています。ですから、動物園の動物たちには

虫がまったく 付ーいていません。 一・と言いたいと

ころですが撲滅するのは不可能 な

ょうで、なかには虫を持っている｜ ァ洲、！－... 

動物もいます。（お客さんにうつる I,......_ ) n n （ミ＼

ようなことはないので安心して下｜ ｛は⑦ドノ

さいね。） I d r~Jl 
以 前、週刊誌などで 「おなかに｜ LιノそJ

虫を伺って痩せようリという

記事が載せられて話題になったことがあ りま

す。多くの虫は寄生先の動物とうまく一緒に生

きていこうと します。寄生した動物を殺してし

まうようなこ とは、 それほど多くはありません。

その動物が死んでしまう と自分たちも死んで

10 
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しまうからです。ですから、おなかの中に飼う

虫の種類を選べれば、 一緒にうまくやっていけ

るはずです。しかし寄生される動物がケガや病

気などで弱ってしまったと きには、それほど悪

さをしない虫でも負担になってしまいます。数

多くの虫が一度に寄生してしまった場合もや

はり負担になります。また、ある虫がふつうで

は寄生する相手に選ばないような

動物に間違って入ってしまったと

きは、重い症状を引き起こしてしま

うこともあります。中には、ふつう

にしていても寄生先の動物に大き

なダメージを与えてしまうとい っ

た虫もいます。ですから、検疫の時

に虫の検査は必要ですし、虫を落とすことも必

要です。いま寄生している動物とはうまく 一緒

に生活していける虫でも、隣の部屋

で暮らしている動物に対して生死

に関わる症状を起こすことも考え

られるのです。…可能性としては。

ー一 方で、日本人は寄生虫から遠

ざかるに従って花粉症に悩ま

されるようになったという報告が

あります。ある種の物質が大量に体の中でつ

くられることでアレルギー症が起こるのです

が、寄生虫がいることによっ てそ

の原因となる物質が抑えられるの

だそうです。 ところが寄生虫がい

なくなったため、アレルギー症で

ある花粉症が増えてきたのだろう

という ことです。野生動物には花

粉症が人間ほど多くありません。

身体の中に虫がいるからでしょうか。 と言う

ことは、動物園の動物たちは花粉症になりや

すいのでしょうか？

確かに、前に触れたように動物

園では虫を持っていると困ること

があります。 しかし害の有無に関

係なくすべての虫を落とし、人聞

のように 「きれいな」動物を作り出

すことが必要なのか、動物にとっ

てもより良いことなのか、考えてしまいます。

病気をばらまいてもらっては困ります。 けれ

ども、「きれいな」動物は病気に弱いのです。

（飼育課：高見一利）
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巨 聖 司新年は本

日より開園

し、お年玉

として天王

寺動物園の

特製カレン

夕、ーを配り

ました。ま

た、所長が干支にちなんで卜ラのお

話をしました。

フタコブラク夕、が軽い下痢をした

会君主行い、す

できたて ？

のお餅を

来園客に配りました。

l /5.昨年生まれたアムール トラのメスと

ペアを作るため、オスのアムールト

ラ同士を富士自然動物公園と交換し

ました。検疫終了後、見合い・同居

させる予定です。また、同じく昨年

生まれたライオンE頭も富土自然動物

公園に贈りました。
Uづめ

l /8. ヒツジとヤギの蹄が伸びたので、削

蹄を行いました。

l /9.ツミを1羽保護しました。

l /10.ホシ八ジ口のオスを1羽保護しました。

E雪三回 今月5日に富士自然動物公園から

入園した

アムール

トラのオ

スと当園

生まれの

メスの同

居展示を

始めました。両者とも子供だったの

で、同居はスムーズでした。

l /14. ブタオザルとシシオザルが下痢をし

たので、治療を始めました。

~フンボルトペンギンが今季初めて
産卵しました。展示場の裏に lU個の

巣箱が設置してあり、今回のペアは

l /16. 

舎月もおもしろ情報満載

N日6の巣

で産卵し

ていまし

が伸びて

きたので、脱出防止のため切羽しま

なかったの

で、数回こ

のパタン

を実施したのち、 オスを見合い ・同

居させる予定です。

l /20.キンクロハジ口のオスをl羽保護しま

した。

l /24. ヒョウモンガメが受尾しました。

l /25. キンク口ハジ口のメスを l羽保護し

ました。また、昨年暮れに保護した

スズメが元気になったので、自然復

帰させました。

l /28.キパラガメが交尾しました。

・天王寺動物園 ・お知らせ・
「動物園のおじさんの話j
場所天王寺動物園内レクチャールーム
日時 4月19日（日）l時～、 「ワことヘピのお話J

f春の動物と花のフェスティHJレ」
場所天王寺動物園内ステージ
日時 4月26日～5月5日の（日曜休日祝）

．天王寺公園 fはならんまん＇ 98J
日時： 4月29日～5月5日
内容 ’多彩なイベントあり詳細は未定
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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、
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生態・飼育・図鑑主認さり

動物闘で暮らす械々な生き物述、

向然の中ではどんな暮らしをし

ているのか？ 動物l剖での世話
の仕方は？ 仲間は？ など、

写真と制密イラストをまじえ紹

介します。

DEAR LIFE BOOKS 

お求めい近くの書店で。会ひかりのくに株式会社 本社／干543-0001 大阪市天王寺区上本町3-2含06-768-1151代表

天王寺動物園の本
入国の記念・手引に・．

新作

群号「楽しい天王寺動物園」
19分 （10本常備）

マ:ZS”の酌羽・:I

命
中

停
拭
凶
F

A

Wjd 

・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。

（ややや⑮ 
．， 
η. y, 

〈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 オール力ラ－

500円

コアタテν;t~~ノカード（限定販売）
好評発売中￥800(50度用） 圏内売店にあります。得）増田食品 ~i~訟J語、竺日間

干日3-0063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



近畿 コカ・コーラボトリ ング株式会社
KINKI COCA COlA B日πLINGCO., LT日〈コカ・コーラ指定書社〉
Coca ColaとCoket:The Coca-Cola c。m阿吋の歪H画像でマ

a~鳥獣輸入
ゲl! I~＼ 全国動物園水族館御用達

r .. : ！！！：~h:i，！~：もの）関税O円
有限会社吉川商会

本社神戸市中央区中山手通3丁目11番4号 電話（078)221-8195刊

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

ぺ

お食事・飲もの・おみやげ
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議
雪印

カルシウムを祭るなら牛乳や乳製品が理想的．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級のよさはそのままに、カルシウ

ムの量を600mg（成人1日あたりの所要量）まて’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．

雪印毎日骨太
圃図画面画面画語函圃圃

⑧ 

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・北園高架下）に

各種、のりものもがあります。

久竹娯楽株式会社
TEL(Q6)541-3938（代） ... ・．． 』
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