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（撮影：坂本 会）

・ー－カバーウォ ッチング

アジアゾウ （愛称、春子）

ゾウ目ゾウ科

Elephas maximu.s 

タイから昭和25年4月14日にE歳で来園。

今年で5日歳になり、 当図の最長飼育動物

です。

かつては、東南アジア・インド・イランに

かけて分布していましたが、現在ではごく

限られた地践にのみ生息しています。

（！霞影 ：板本 全）
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111111111動物色私｜｜｜｜｜｜｜｜｜

絵のなかの動物定ち

予 どものこうから、大きくなったら動物園

で働く人になろうと思っていだくらい動

物ガ大野きだっ疋のですが、途中ですこし道

をそれてしまい（？〉、いまは動物園のお隣り

の市立美術館で、 展覧会の企画や、日本の総

画の研究をしています。

でもうれしいことに、美術館にもだくさん

f、の動物がいます。といっても、もちろん給画

や工芸面のなかに描かれた動物です。古いと

ごろでは、三千年も三千年も前の中国の青銅

器にも動物ガ彫刻されています。古代から現

代まで動物は主要な絵画の題材です。

日 本にも動物を描いた給画はだくさんあり

ますが、取り上げられる動物の種類には

かだよりがあるのです。たとえば、虎や龍ガ

人工ふ化を試みていたアカダイ ショ ウが8月

18日に10頭卵からかえりました。ふ化時は休

長15～ 20cm、平均体重5gでした。現在j健虫類

生態館 “アイファ一”にて展示しています。

鈴木幸人さん
〈大阪市立美術館学芸員〉

だび芝び描かれるのに、犬や1苗といった私た

ち仁身近な動物はあまり描かれません。虎は
せいそ〈

少なくとも実在の動物ですが、日本には棲息

していませんし、龍にい疋つてはこの世に存

在しない架空の生物なのにです。これは結画

に描かれる動物はそれぞれが「意昧Jをもっ

ているからなのです。龍や虎は、鼠嵐や亀と

ともに四神と呼ばれて、東西南北の各万角を

守る守護神とされています。まだいくつかの
ぎ りん

動物が合体し左ような臨麟〈あの首の長いキ

リンではなく、ビ－ ）レのラベルでおなじみの

万です〉は、すぐれだ人物の象徴（シンボル〉

なのです。犬や猫には、残念なガらそうした

意昧ガ少ないので、 あまり描かれなかったの

です。しかし近代になると、ようやくそうし

だ意昧を離れだ動物たちも登場します。

『 のように日本や中国の美術には、意昧を
<-

担つだ架空の動物ガ多いので、少々取っ

｛寸きにくいかもしれません。でもその動物の

意昧ガ分かつてくると、絵画の見方ガ変わっ

てくるでしょう。まだ少しは身近なものに感

じられるかもしれません。

美術館のなかの、 ちょっと不思議な動物た

ちにもぜひ会いに来てください。

〈すずき ゆきと〉
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アカウミ似北限域的繁殖地マ
...台、

ウ ミガメの産卵シーンや僻化した子ガメが

海へと向かう場面をテレビや本などで見

たことのある方は多いことでし ょう。西日本
な U

にお住まいの方には意外にお馴染みの動物か

も知れません。と言う のは、アカウミガメの

産卵する海岸が沖縄から関東以西の西日本の

沿岸にあるからです。現在、 北太平洋でアカ

ウミガメの産卵が一番多いのは屋久島ですし、

徳島県日和佐町の大浜海岸はアカウミガメの

産卵地として国の天然記念物に指定されてい

て有名です。紀伊半島にも産卵場所となる海

岸が点在していて、静岡県の遠州灘海岸でも

毎年多〈産卵しています。しかし残念ながら

各地で海岸部の開発が進み、ウミガメの産卵

地としてよい環境とは言えなくなっているよ
しιうなん

うです。 40年程前までは神奈川県の湘南海岸

にも毎日免めようにウミガメが上陸していたそ

うですが・1

伊・ 豆大島はこの湘南海岸の南約60kmo伊豆

諸島の最北の島です。 ここで’92年にアカ

ウミガメの繁殖が碓認できたことをきっかけ

に、ウ ミガメの産卵海岸の観察や保護を通し

て人間と野生生物の関係や環境の問題を考え

活動してきました。

ウミガメは国際的な保護動物ですが、年齢

の判定法も椛立していない未知の部分の多い

動物です。生まれた浜へ帰って産卵するとい

う説もあり、科学的な証明が待たれています。

淘岸なら

どこにで

も上｜悔す

るという

わけでは

なく、同

じ他lイ本カず

同じ浜を

何年にも

わたって

使う「特

別にお気 産卵後、帰海する親ガメ
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に入りの浜Jがあることが分かっています。ア

カウミガメは通常夜間に暗〈静かになった海

岸へ上陸します。

上陸した母親ガメ は、ヒ レ状になった四肢

を上手〈使って50～60cmの深さの産卵巣を掘

ります。その中にピンポン玉ほどの卵を平均

で120個ほと’産んでいき、卵は約60日で僻化し

ます。たとえばニワトリの卵は、親鳥の一定 ー

の休温で温められ、だいたい21日目には瞬化 り

しますが、ウミ yゲメの卵は砂に温められるの

で僻化回数が一定ではありません。解化まで

の期間の日照時間や気視、雨量などによって

地温か変化し、僻化までの日数も変わります。

ですから、砂浜の砂の色や性質なども瞬化日

数にl影響します。大烏の海岸の砂は、玄武岩で

熱っぽく、熱の吸収がいいため、地獄が比較的

高くな り、卵3・化回数が短くなる傾向がありま

す。45日目で僻化脱出 した記録もあります。

ずっと南にある産卵地よ り卵子化 日数が短いの

は興味深いことです。
いそ

伊 ・立大島は島の周囲が5lkm程ですが、磯や

’ 岩場が多く、小さな砂浜が数カ所あるだ

けです。 砂浜の総延長距離は2kmにも満たず、

たいへん賞重です。 ;f;ょたちは5月から8月の繁

殖シーズンに毎朝、それぞれ担当の海岸を巡凪 『
こんせき は

して、ウミガメの上陸痕跡の有無を調べます。 _JJ 

ほとんどは空振りで、漂着したゴミ拾いをして

います。上陸跡を発見した場合は、産卵の宥

上陸した足路
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無を確認し、卵があればその周囲に直径3m程

の保護柵を設置します。 細い10本の杭とロー
•< 

プだけのごく簡単な柵です。自然に僻化 した

子ガメたちが自力で降海できるようにしてい

ます。柵をする目的は海岸がウミガメの産卵

場所であることを 多くの人に知ってもらいた

いためと、海岸を走るクルマや工事車両など

に演されないよ うに目印とするためで、す。

また、産卵した場所が渚に近すぎて浸水や

流失が考えられるような場合には、産卵巣を

別の安全な場所へ移します。

剛壁 化予定日が近づくと毎朝の巡回が特に楽

ー しみです。夜の問に子ガメたちが旅立っ

て行った小さな足跡が海に向かつてたくさん

伸びているのを碓かめるとホッと安心します。

暗い砂の

中から這

い出した

子ガメは、

月や星明

かりを受

けてかす

かにおi]I< 
j毎に向か

つて一目

散に走り

ます。夜 降海する子ガメ

が明ける前に陸地からできるだけ遠く離れて

いることが天敵から身を守る第一の方法なの

です。この時近くに外灯などの人工照明があ

ると、進む方角を見失って しまいます。数年

商店、砂浜に明かりの漏れる街路灯があったの

で、道路を管理する東京都に頼んで外灯の場

所を変えてもら ったこともあ ります。

府：化脱出が終わると、産卵巣を掘 り起こし

て僻化率などの調査をします。 この時には一

般の方たちにも呼びかけて一緒に観察しても

らいます。砂のIゃから卵の殻や未明g：化の卵 と

ともに、運悪〈脱出できずに生き埋めになっ

た子カツが出てくることがあります。死んで

いるものもいますが、案外元気なものも多〈、

観察した後に旅立ちを皆で見送ります。何度

も波に押し戻されながらも、産まれたばかり

の小さな子ガメたちが、広大な太平洋の波聞

に消えて行〈姿は何とも感動的です。子ガメ

たちの安全を考えて放流は日没のころ行いま

す。「大きくなって帰っておいでリと。

子ガメを見送る

繁 殖に関する制御他に、年間を通して「探

活体調査」を行っています。流れ着ーいた

ウミがメを制べて種類や大きさ、性別、特徴

などを記録し、死因なども推測します。大島
ぜいそ〈

近海に楼怠 ・回遊するウミガメの把握と、野

生動物に対する人為的な影響を知ることが目

的です。

海岸には様々のものが流れ着きます。ヤシ
きsうしゅう

の突や流木、 .w殻などは郷愁をそそ りますが、

最近目立って多いのはペッ トボ トルや発泡ス

チロールの破片などの人工的な「ゴミ 」です。

産卵地はゴミの散乱地になり、海ーには無数の

ゴミが楳流していて生き物たちに少なからぬ

影響を与えています。 一昨年、 打ち上げられ

たアカウミガメを解剖したところ、スーパー

などでくれる白いポリ袋が食道にギッシリ詰

まり、闘の内容物はビニールの袋や断片だけ

でした。今年見つかったアオウミガメは、太
倉もら

い釣り糸が両前肢と首に絡まって死んでいま

した。潔流ゴミを食べ物と間違えたり、漁網

や釣り糸にt：各まる事故が各地で報告されてい

ます。

子ガメたちはハワイやアメリカ大陸の西海

岸付近ーまで叫糊に乗って旅をし、 10～20年で成

長して日本近海に戻って来るようです。はる

ばる帰って来た故郷の海や砂浜は変わり来て、

ウミガメたちこそ竜宮城から戻った浦島太郎

さんのような状態になって、困っているので

はないでしょうか。同じ生き物として私たち

人聞は責任重大です。

（みどりの地球大好き会

事務 局 長 成 瀬 裕 昭）
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べC，ギふと出会っτ一新人飼育係奮戦記ー

「お ーいおーい、 ご飯だぞ~ ・＇」と言うと、

それまでプールの中でまるで空を飛ん

でいるかのように泳ぎ回っていたり、陸で日な

たぼっこをしていたペンギン達がいっせいに

私の顔を見た瞬間、我れ先にと競走をしている

かのごとくかけ足で集まって来ます。今では

こんな光景が毎日続いていますが、私がペン

ギンの担当になった頃は、「だれやあいつJ

「おい、見た事のないやつが僕たちの所に来た

ぞJと言っているかのようで全く 相手にされ

ませんでした。

私は今年の4月1日から天王寺動物園で働く

事になりました。私が現在担当している動物

はペンギンの仲間とフクロウの仲間です。

今回はペンギンについて少しお話をさせても

らいます。ペンギンは南半球に生息していま

す。かれらの分布域は地球上で最も寒く最も

乾燥している南極大陸から赤道直下のカ、．ラノマ

ゴス諸島にまで広がっています。皆さんはペ

ンギンというと南極を連想し、どのペンギン

も寒い所で生活していると思っていませんか？

実際には半数以上の種（全17種）は、 南極とは

縁がありませんロ

1年中屋外展示のフンボルトペンギンたち。
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Jfil在、天王寺動物園ではフンボルトペンギ

ずー ン、オウサマペンギン、イワトビペンギ

ン、？カロニペンギンの4種 のペンギンを飼育

しています。まずフンボルトペンギンについ

てお話します。フンボルトペンギンはペルー

やチりの海岸で生活しているので日本の夏の

暑さにも強く、動物園では一年を通して屋外

の展示場で生活しています。エサは小アジを

与えています。フンボルトペンギンのエサは

プールの中にまいて与えているので担当になっ

た当初でも比較的楽にエサを食べてくれまし

た。今では私がペンギン舎のカギをあけて中

に入って行く足音 を聞いただけで、今まで自

由に泳ぎ回っていたフンボルトペンギン遼が

いっせいに陸に上がり、「早 〈ご飯をちょうだ

いJと、いわんばかりに私が展示場に着くのを

待ちかねて寄 り集ま ってくれます。中には陸

地で私が投げてやった小アジをじようずに 口

でキャッチして食べる器用な者もいます。

給餌の時間。う れしくて大はしゃぎ。 （中央が筆者）

ぷ弘 年は 1羽のフ ンボノレトペンギンが誕生し

ーァ ました。フンボルトペンギンは巣箱の中

に枯れ葉や小枝などを集めてその上に卵を産
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み、仔がふ化するまで何 も食べずにおなかの

下で視めます。 f子がふイじすると親はエサをた

くさん食べて、 一度消化したエサを吐きもど

して仔に与えます。仔が親と同じくらいの大

きさになると巣箱から 出てきだします。この

頃になると、みなさんも 自にすることが出来

ます。今年生まれた仔はたいへん甘えん坊で、

自分でエサをあまり取ろうとせず、母親がエ

サを食べ終えると近 くでピイー ピイ ー と甘え

た芦を，，'f:'，してエサをねだっています。みなさ

んも動物園に遊びに来られた際にはどれが今

年生まれた仔か探してみてください。といっ

ても毎日動物園でペンギンを見ているわけじゃ

ないのでどの個体が今年生 まれたのか分かり

ずらいと思うのでヒン トをさしあげましょう 。

よく観察していると 1羽だけ休色が他の個体と

少し違うものがいます。それが今年生まれの

フンボルトペンギンです。

、h7にオウサマペンギン、イワ トビペンギン、

マカロニペンギンについて少しお話しさ

せてもらいます。私が当図に就職して初めて

ペンギン舎に先輩と一緒に行った時「俺がエサ

与えるから見ておくように」と言われて見てい

ました。すると先輩はバケツをひっくり返し

てそこに座って「オーイ jと声をかけました。

するとオウサマペンギン、イワ トビペンギン、

マカ ロニペンギン達が、先輩の座っている近

くまで、Jや

って来て

1羽ずつ

手で魚を

もらいだ

したので、

「そうか、

こうやっ

て与える

のかJと

思い、次

の 日の朝、

私は 1人

で昨 日先

輩がやら

れたとお

りにノ〈ケ
イワ トビベンギン。両足で飛んで
前進するのがおもしろい。

冷房舎のオウサマペンギンたち。

ツに座って 「オーイJと声をかけて、ペンギン

が近づいて来るのを待っていました。ところ

がペンギン達はなかなか近くまで来てくれず、

やっと近くに来たペンギンに魚を与えても昨

日先輩が与えていたように簡単には食べてく

れませんでした。「何で今日は食べないのかなJ

と思いつつ与えていましたが、ペンギンたちは

ほとんど食べずに離れて行き、最後には近くに

も来なくなったので、あきらめてこのことを先

輩に報告すると「それはまだお前の顔を覚えて

ないからだJと言われ、「ペンギンでも私たち

の顔を区別するのだJと初めて知りました。

~ れにオウサマペンギンは 1羽ずつエサの

食べ方にもくせがあり、あるものは魚

（アジ）を頭から其っすぐくわえさせてやらな

いと魚をほってしまって食べてくれないもの

や、魚、の口の部分でペンギンの口の根元をポ

ンポンとたたいて魚を口の中に押し込んでや

らないと食べてくれないものもいます。今で

はそんなくせもだいたい分かるようになり、

ペンギン達も私の顔と声を分かつてくれるよ

うにな りました。みな さんも動物園に遊びに

来られて、エサを与えていると ころ を見られ

た時は、私のお話した事を思い出してペンギン

を見てください。そうすればまた違った見方が

でき、新しい発見もできるこ とでしょう。

（文：飼育課松下俊之、写真岡育課西村慶太）
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町一一一一・園田
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動物なんでも相談

Q 
8月にキジバトのヒナを見つけまし

た。ふつう、鳥の繁殖期は春ではな

いのでしょうか？

皆さんがよくご存じのツバメやスズメの繁

殖期は春です。これはヒナを育てるためにと
えさ

ても多くの見虫類の餌を必要とします。スズ

メのように成鳥になれば草などの種子を食べ

る烏もヒナを育てる餌は昆虫です。 そのため、

餌の見虫をたくさんとれる春から夏にかけて

が、これらの鳥の繁殖期となっています。
のう

しかし、ハト類はヒナを育てるためにそ嚢か

ら分泌される

そ嚢乳でヒナ

を育てます。 ・一

そ嚢は鳥類の i1t 
< tJ I . 

顕の下音JIにあ fS;,; ' 
る器官で、食

物が胃に入る

前に一時的に

溜めておくと

ころで＼こ こ

で水分を含ま

せ消化しやすくする器官です。

ハト類ではヒナを育てる時期にはそ棄の壁

が厚くなり、高タンパク質の液を分泌するよ

うになります。 そのため、季節に関係なく ヒ

ナを育てることができるので、他の烏がヒナ

を育てることができないよう な時期にも巣作

りを干子います。

寒くなった12月にキジバ トのヒナを見つけ

たこともあります。さすがにヒナは寒さに弱い

のでこの時期に立て続けにキジバ卜のヒナが

動物園に保謎されてきたことがあ りました。

Q 
カモ類のオスは夏には羽の色がメス

と閉じ色になりますがなぜですか？

カモ類のオスの羽色がメスと同じになるこ

とをエクリプスといいます。繁殖期にはオス

の羽色はたいへん鮮やかになります。皆さん

がよく 知 っているたいへん鮮やかな羽色のオ

JO 
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シドリのオスも夏にはメスと区別がつかない －~ 
〈 ち·~し r

羽色になります。 オスは鳴が赤いので区別が

つくだけです。 他のカモ類では鳴の色の異な

るものは少ないので、ほとんど区別がつかな

くなります。

一般にカモ類のメスの羽の色は地味でよく

似ているので区別がつきにくいものです。

これはカモ類ではメスだけが卵を抱くので、

オスのように目立った羽色をしていると外敵
，，ら

に狙われやすいため地味な色をしているわけ

です。

カモにと って、種類ごとの区別がつかなけ

れば、雑種をつくること になり、 種の保存の

うえでは困ることになります。同 じ地域で何

種類かのカモが繁殖している場合には、メス

が閉じ種類のオスを判別できる ようにオスの

羽色が種ごとに区別できるように進化したと 、

考えられています。 その証拠にレイサン島に ~） 

生息しているレイサンカ、、モはマか‘モに近縁な

カモですが、 この島には分布するカモはl極だ

けですので、オスとメスはほとんど区別がつ

かない地味な色をしています。

遠く北のシベリアなどで繁殖したカモたち

が日本に渡って来る季節が近づいてきま した。

オスの羽色はしばらく地味なエクリ プスです

が、徐々にきれいな羽色に変わっていきます。

日本で彼らの恋の季節が始まり、ペアを形成

し、北に渡り繁殖期を迎えます。冬はカモた

ちの季節、いろいろなカモを見るのに良い季

節がやってきます。

（飼育謀・榊原安昭）
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8/2. クロサイが変尾をしました。

8/3.マーラ3頭をあやめ池遊園地動物園に

贈りました。

8/ 4.ホッキョクグマのオス“ネポスケ”が

熱射病にカ、かったので、治療を始め

ました。

8/7.先月産卵し、タンチョウに抱卵させ

ていたホオジ口力ンムリヅルの卵は

残念ながら無精卵でした0

8/9.今月4日に熱射病にか力、ったホッキョ

クグマのオス“ネボスケ”の体調が元

に戻ったのでー展示を再開しました。

8 /l l.ニホンジ力が｜頭生まれました。

8/14.スズメを PJ:5]保護しました。また、 B月

から7月にかけて保護したドバト9羽
とヒヨドリ、キジパト各E羽、アオサ

ギとツバメ各l羽が元気になったので

自然復帰させました。

直E豆田 夜行性動物舎で展示している工ジ

ブトルーセットオオコウモリが1頭生

まれているのを確認しました。生まれ

た直後はと ・一一一～ι

ても小さく、

翼に隠れて

脇にある乳省

首から授乳 －・・

しているの

で発見が困匹盈E て~
回宿直直＇：！：＇＂＊＇でL長~ 白

難です。 調置~表~f!"',,JJ.i..

匡互I2[]レツサーパンダに接種したつクチ

ンの効果を調べるため、採血をしまし

た。同時に、 耳掃除も行いました。

匡~ 腿虫類 ・ d 一一・~
生態館 “ア

イファー”

でアカダイ

ショウが10

頭ふ化しま

した。これ

舎月もおもしろ情報満繊

DIARY 

ふ

はB月 15日に産卵し、瞬卵器で人工

ふ化を試みていたものです。

台風シーズンを前に、強風による
ひしよう

飛期防止のためフラミンゴ類（べニイ

口 15~:51、ヨ口ッパ15羽、チリ－ 1 9

~:51）の切羽を行いました。モモイロペ

リカンの切羽も行う予定です。

8/24. 木ッキョクギツネのメスを名古屋市

東山動物園に贈りました。

8/25.ホンドギツネ1ベアを富山市ファミリー

／てーク仁、 シュパシコウlペアとシュ

モクドリ 1羽を京都市動物園に贈りま

した。

匡豆ヨ〕新サイ宅＇.，＜？？完成にともない、クロ

サイ移動用櫨をサイ出入口に設置し

ました。

i‘ーとv ・ 肉 、ー

一，一

・お知 らせ圃

・秋の動物と花のフェスティパル・9日
日時・ 10月11日日～11月3日（祝）

場所：天王寺公園・動物園

・動物園のおじさんのお話

fキジのお話j

日時 ：11月15日田）

場所：キジ舎前（南園）

・訂正・

1998：年日月号のpi カバーウォッチング内の

「トカゲ科Jは「ボア科Jの間違いでした。訂正し、

おわび致します。

11 



愛ある暮し、応援します；
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近鉄百貨店
撮影シーンに合わせて、
標準・ハイビ‘ジョン・パノラマのサイズを自由に切替0

・スーパースリムの手軽さにプリントサイズ選ぴの楽しさプラス0

・APSフィルムだからインデックスプリントも。
・切替はファインダーも連動、見たままのフレームでパチリ。

生態・飼育・図鑑主認さり
DEAR LlfE,BOOKS 

~・Cllllll'.0・M・~，~扇面.......置V咽・主喧白色量園・

狼と生きて
父平岩米吉の思い出

平岩由伎子［編著］ ⑨新刊

3,500円＋税 ⑨限定1000部

狼と犬と摘の生態を研究し、動物文

学をはじめて世に紹介した平岩米吉

の波測に富んだ創造性豊かな生涯を

娘の限から深くtNiく。

夏の旅の思い出、ふしぎな巡りあわ

せ、動物画家・大崎善司、日本好き

のスタール博士など、名品を掲載。

85変型判・オールカラー

:r汁‘く告しと
司d、， かいかた

野山でみかける身近な昆虫たち
250種を紹介。

動物園で暮らす様々な生き物達、

自然の中ではどん~暮らし をし

ているのかワ 動物闘での世話

の仕方は？ 仲間はワ など、

写其と精密イ ラスト をま じえ紹

介します。
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平岩米吉の本

銀 その生態と闘 犬の行動と，M里
2,600円＋税 ⑨4刷 2,000円十税

犬と狼 私の犬
⑨2刷出来 2,500円＋税 2,200円＋税

犬の生態 猫の歴史と奇話
⑨6局lj 2,000円＋税 2,200円＋税

動物文皐復刻版［全10巻十備制I]

174,757円＋税 ⑨限定300部（分売不可）

南方熊楠、 柳田国男、小川未明・ーー録々たる執筆陣が数々

の作品・論考を寄稿し発表した幻の戦時中資料。

＠築地書館干194-0045東京古川畑築地別－201花 L03-3542-373I FAXOJ-3541-5799 （ヲ削一州円）
⑨ご注文は、最寄りの書店または直接上記宛先まで。 E-mailAddress= JDH07647@niflyserve.or.jp お求めは附くの書店で。会ひかりのくに株式会社 本社／干5叩 1大阪市天王寺区上本町ー2働時1151代表 。

マヨSの班、::Z::I・u
⑮ c ややや

新作

貸出用「・ん lI I Z一土~141: 回
ヒテオ｜完全しい八土寸動m国」

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

・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。

ヘ九は

〈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 ヨアタテν;t~νカード（限定販売）
好評発売中￥800(50度用）

（株）増田食品平野知庶苧日間

天王寺動物園の本
入園の記念・手引に・

オール力ラ－

500円

.• 、｛；；－.，震守1¥
Q,~4-· ~；，ぷ£.:7
_, .., ":! ..... 『

t” 1 
トず4勢f

大阪市天王寺動物園協会

圏内売店にあります。

干543-0063大阪市天王寺区茶臼山町6-74H(06)771-0201 



a~ミ鳥獣輸入
が！！ 川 全国動物園水族館御用達

r II : ：：：：~b：；~：；；も
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)2218195間

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

（ワ

お食事・飲もの・おみやげ

、“
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議
雪印

カルシウムを摂るなら牛乳や乳製品カ唱想的固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日あたりの所要量）まて’アップさせた、雪印毎日骨太固日本人

に不足しがちなカルシウムを、効率よく補給するために、せひ毎日お召し上古叫jください． ／ 干＼

雪印毎日骨太 ＠ 

I 3aom!!・100円／希望小売価格（削 ） ｜ 

一日

愉快に

たのしめる

。園内 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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