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（カエル目 ミナミガ工ル科）

とのカエルは、体長15～20cmになる大型種で、中央アメリ力南部から南アメリカ南部に分布します。
工サは節足動物や他のカエルですが、自5の足も人間の食用にされています。 （撮影 ・文・萩原祐二）

＠ 日ご え l'ol.35(2).1則

－理方夏胃亙司・
ーどうぶつエッセイー

伯山正孝さん
（ディジユリドゥ奏者）

ふしぎな
楽器のこと

ム 哩~＇ ィジュリドゥという楽器を吹いてあちこち

ノ 歩きまわっている。オーストラリアの原住

民が何千年も前から吹いている太くて長い管であ

る。

知 人の家で吹いてみた。知人ω 父母祖
そろ さ

父母揃って家族5人で、しみじみと聴いて

いた。が、 6人目の家族であるところの犬が、最

初は距離をおいて、じっとこっちを見ている。に
IJ' 

おいを日臭ぎながら近寄ってきて、クゥーンクゥ

ンとないて、いきなり、あとずさりしながらキャ

ンキャンほえる。なおも映いていると、部屋中を

走り回ってほえたてたあげく、奥の部屋に飛び込

んでしまった。その後、その家では、二度と吹か

せてもらえなくなった。なんでも、奥の部屋がど

えらいことになっていたらしい。座敷犬における

「どえらいこと」 ，．どんなことだろうつ

と ある寄り合いで吹いてみた。おとな達は

不思議な音だといった。こどもが一人来た。

おとな達は 「おもしろい音だよ」と言ってこども

にも聴かせようとした。吹いた。こどもは部屋の

すみでかたまった。そして、大声で泣き出した。

以後、そのこどもは、 「まだ、あの音いるんでし

ょっjと寄り合いの場所には立ち入ることがなか

ったが、さいわい、その半年後に同じ年頃のこど

もたちを集めて、同じ場所でq欠いたときは、にこ

にこして聴いてくれた。

鈍 感な人間同町の不思議な音だけど

感受性の強い動物やこどもは、何か、別

のものを感じてしまうらしい。どうしてこんな不

思議な音が出るのだろうつ ここだけのはなしだ
す

けどね、実は、管の中にはこびとさんが7人棲ん

でいて、機嫌の良いときには、

不気味な、いや、不思議な声

で歌ってくれるんだ（機嫌の

悪いときは、お酒を入れてあ

げないと歌ってくれないの

よ）。

シロフクロウ
Cover@c Watching 

・．
·~ f 

・1・． 

フクロウH フクロウ科

｜ 一 一い顔には不思議一似た 表 一山小さ
な子供か5大人まで人気のある鳥のひとつです。生息地は主にツンドラ地帯
で、北極圏に分布します。 (!H影 ・文・萩原祐二）

なきごえ l'ol.35(2).19刊＠
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日本にいるラッコの話

ラッコ研究グループ（北海道大学獣医学部生態学教室内） 高橋千佳

三三 ツコを知っていますか。そう、あの、ぬ

ノ いぐるみのよう芯かわいうしい動物です。

大きな水族館に行けばたいてい会うことが出来

るはすです。ラッコは外国の動物だから、水族

館にいるのが普通、と思っている人が大半だと

思います。ところが、野生のラッコを日本でも

見ることができるのです。 ζ乙ではラッコの生

息地やその生態について、少しと紹介したいと

思います。
す

ラッコは寒い北の海に棲んでいます。水族館

のラッコのふるさとがアラスカだというととを

知っている人も多いでしょう。ラッコの生息地

はアメリ力西海岸からアラスカ、アリューシャ

ン列島、コマンドルスキー諸島を経て千島列島

まで、太平洋の北側をぐるっと回っています。

アメリカ西海岸なんていうと暖かそうに聞こえ

ますが、との一帯は寒流が流れているので、海

水は一年中冷たいのです。

主主 ツコは3つの亜種に分かれていて、アメ

ノ り力西海岸にいるものをカリフォル二ア

ラッコ、アラスカからアリユーシャン列島にい

るものをアラスカラッコ、コマンドルスキー諸

島か5千島列島にいるものをアジアラッコと呼

んでいます。日本でみるととができる野生ラッ

コは、このうちのアジアラッコです。 干島列島

というとロシアのとても遠い所のように思いま

すが、日本のすぐ隣芯のです。北海道に来てみ
l;tlままい

ると、サハリンや歯舞諸島は、 手が届きそう芯

くらい近くに見えるのが分力、るでしょう。

じゃあ、北海道に行けば必ずラッコに会える

のか、というとそうではありません。北海道の
の古コ13i

東端、根室市納沙布岬から南の海岸沿いが、も

っともよくラッコの見られている場所です。さ

らに、 1月・2月の冬の一番寒い時期がラッコ観

察のベストシーズンなのです。しかし現れるの

。 金書ごえ＼＇ ol.35(2).1999 

はたいてい1頭だけで、 1週間待っても現れな

いζともあり、ラッコを見るチャンスはとても

低いでしょう。

根室納沙布岬から流氷の浮かぶj毎を望む

そ ん芯数少ないチャンスをねらって私た

ちラッコ研究グループは、ラッコの観察

をしようとしています。こういう調査は、少人

数で出来るものではないので、 私たち大学生だ

けでなく、岬のおみやげ屋さんや博物館の学芸

員さんなど、ラッコに興昧がある人に協力して

もらって、冬のラッコ観察をしたり、今までの

目撃情報を集めたりしています。

フ

根室落石岬での観察風景

ツコはここ数年、毎年冬に納沙布岬に姿

を見せていますが、どういう周期で現れ

るのか、どとから来て、春が来るとどこへ行っ

てしまうのか、全然分かっていません。最近に

。 や

。 （ 

なって、 6月頃、根室市の南岸の無人島で野鳥

観察をしていた人が見た、という例が何件かあ

りました。今までは、香になった5千島列島の

方へ帰って行くんだと思われていたのですが、

1年中北海道のまわりをうろうろしている可能

性も出てきたのです。

他にも、この野生ラッコについて分かうない

ことがたくさんあります。

いつも1頭すつしか目撃されないのは、なぜ

なのでしょうか。いつも見られているのは若い

オスだといわれています。 一般に、 1つの群の

ラッコの数が増えてきたとき、 若いオスがなわ

ばりを広げるために単独で遊泳してくるといい

ます。これが本当なう、千島列島のラッコは増

えているのでしょうか。いまのところ、これを

確かめるすべがありません。ロシアの方でも、

ラッコの個体数調査を行う余裕はありません。

また、ラッコを一度に2頭見た人や5頭見たと

いう人もいます。陸から双眼鏡でのぞいている

私たちが気付いていないだけで、もっと沖の万
ゅうゅう

を悠々とラッコの群が移動しているのかも知れ

ません。

仰向けに浮かぶラッコ（提供守本間浩昭氏）

日 本にやってきた野生ラッコたちは何を

食べているのでしょうか。 ラッコの餌と

して知られているのは、二枚貝、ウ二、 アワビ、

イカなどで、アラスカやロシアでは魚も食べる

ことが知られています。水産資源の豊富な干島

列島ならともかく、納沙布岬では漁師さんが漁

業を営んでいるので、あまり漁場を荒らすと問

題になってしまいます。網にかかった魚だけで

なく、養殖のウ二、コンブも被害にあう可能性

があります。ラッコが長いコンブIL.巻き付いて

眠るという話を聞いたことがあるかと思います

が、それはアメリ力・ロシアの話で、日本には

この種類のコンブはありません。その代わりに、

日本人が食用にしている種類のコンブ、lこかみつ

いたりして傷を付けてしまうことがあるといわ

れています。今のところはまだ数少ないので大

目に見られてはいますが、今後ラッコがたくさ

んやってきたときのことを考えると、心配！こな

ります。

食べているものを調べる方法で 番簡単なの

は、ラッコが食べているものを双眼鏡で観察す

ることです。しかし、冬の北海道でじっと観察

するには限界があるし、ラッコそのものが芯か
かたよ

なか観察でき砿いので、情報はとても偏ってし

まいます。その他の方法には、うんちに出てく

る未消化物かう分析する、というのがあります。

普通、 ラッコは水の中でうんちをしてしまうの

で、手に入れることは難しいのですが、アジア

ラッコは、寒いとき上陸して眠るという、アラ

ス力などのラッコにはない行動が見られます。

根室に来る野生ラッコも同様、岩や流氷に上が

る行動が見5れています。つまり、上陸してい

るときにうんちをしてくれれば、材料を手に入

れるととが出来るのです。しかし、根室のラッ

コは、きれい好きなのか、岩の上ではうんちを

してくれ

ません。

とりあえ

ず、私た

ちはその

しかなさ
上陸してこちらを向いたラッコ

そうです。 （提供；本間浩昭氏）

私 たちはこれからも 乙の日本のラッコに

ついて調査を続けていくつもりです。み

なさんも、もし冬の北海道に来ることがあった

ら、ラッコがいるかどうか、 j毎を眺めてみて下

さい。 もしラッコを見つけた5、ぜひ私たちに

連絡して下さい。

（たかはしちか）
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ヲウ会議につい乞

昨年1聞配20眼目間天主寺動

植物公園で第8回ゾウ会議が開催されま

した。さて、いきなり「ゾウ会議Jと言われて

もほとんどの読者の方々が伺のことかと思われ

るでしょう。もちろんその名前のとおりソウに

関する会議なのですが、なぜ、そのような会議

があるのかを説明する前にゾウと言う動物につ

いて、少しお話したいと思います。

ご存知のようにゾウは現在陸上で生活してい

る最大のほ乳類でアフリ力とアジアにそれぞれ

1種住んでいます。また、ほ乳類の中では長寿

な動物です。寿命は70年くらいと言われてい

ます。よく動物の年齢についてヒトで言えば何

歳くらいと閣かれることがありますが、ソウで

はその数字がほぼそのままヒ卜の年齢に相当す

ると考えてよいでしょう。

野生ではソウのメスや子供は血のつながった

もの同土の群で生活し、その群は一番年をとっ

たメスがリーダーになっています。ソウのメス

は環境条件が良ければ3年から4年ごとに赤ち

ゃんを産みますが、条件が悪いときには赤ちゃ

んを産む間隔は長くなります。そして1回のお

。 なきごえVol：何（2).l!W9

飼育課 高橋雅之

産で1頭の子を産みます。その妊娠期間はたい

へん長く 18から22力月にも芯ります。生まれ

たての赤ちゃんの体重は約1OOkgもあり、 生

まれですぐ立つことができます。赤ちゃんのオ

ッパイはお母さんの具合が悪いときにはオッパ

イのでている他のメスがあげるとともあります。

数ヵ月すると赤ちゃんは草を少しす‘つ食べるよ

うになりますが、 18ヵ月目ぐらいまでは乳を

与えられます。ゾウのお母さんは乳離れしたあ

とも数年間は子供の面倒を見続けます。

オ スもメスも、ともに体がおとなの仲間入

りをするのは14歳くらいですが、 オス

は他のおとなのオス達より強くなるまで結婚相

手を見つけるととはできません。オスはこの年

齢に達すると生まれた群から離れ一人暮らしを

はじめ、逆！こメスは一生を血のつながったメス

の群で週ごすことになります。この群の結束は
かた

大変堅く、子育てや餌を探すのも共同で行いま

す。このとき群はりーダーのメス｜こ率いられて

います。この群は一時的に小さな集団に別れる

とともありますが、低い遠くまで届く音声で別

れた集団同士が連絡を取りつづけることが知う

れています。
えさ

餌を求めて行動する範囲は例えば森林性の

第8固ゾウ会議プログラム
飼育管理に関する発表

l アジアゾウの飼育管理について 神戸市立王子動物園

2 ヲゲットトレーンタによる才スnり力ソウの富理について 姫路セントフルパーク

3 起立不能におEいコた老翁ソウを立ち上がら世た一例について 東京都恩賜上野動物園

4 新動物園ゾウ担当者の研修受け入れについて 機浜市立金沢動物国

種の保存仏関する発表

5 アジアのゾウ還は今インドやスリフンカの現状千葉市動物公園

6 アフリ力ゾウの繁殖について 東京都多摩動物公園

7 第3回アジアゾウ繁殖検討委員会からの報告 東京都恩賜上野動物園

特別講演

l ターゲットトレ一一ングについて あわしまマリンパーク

話題提供

l 当闘のZ002l計画とアジアのr:i・ソウ舎の建設について 天王寺動植物公国

アンケート調査結果

1 危険な事例について 天王寺動値物公園

2 行動調査 東京都~且号上野動物園

3 新人教育 天王寺動植物公園

参加者 47闇 89名

アジアゾウでも、オスで15平方キロメートル、

メスで30平方キロメートルもあり餌の植物の

少ない乾季には更に広くなると言われています。

しかし、餌の豊富な森林も現在人聞による破壊

により、ソウの楽園はどんどんせばめられてい

ます。また、アフリ力では象牙をねらった密猟

により、かつて、たくさんのアフリ力ゾウが犠

牲になりました。

さ てソウは古くから人間と関わ叫い
動物でインドや東南アジア等多くの地方

で飼い慣らされ、いろいろな作業に使われてき

ました。それは、大変頭が良く、また、大変器

用に動く鼻を持っていたり、力が強いζとと関

係があります。

動物園で飼われている動物の中でゾウは大

変人気のある動物の一つです。とのため多くの

動物園で飼われています。しかし、多くの動物

園でその飼い方に差があります。非常によく飼

い慣らされており、飼育係が世話をするのにゾ

ウに直接ふれたり、場合によっては飼育係の命

令にゾウを従わせるととができる場合もあれば、

飼育係は柵や壁に完全に隔てられており、ゾウ

にいっさい触れないで世話をする場合もありま

す。難しい言葉で、先の飼育方法を直接飼育、

後の飼育方法を間接飼育と呼び、直接飼育と間

接飼育の中間の飼い方を準間接飼育と呼びます。

飼い方はゾウの性質や飼育係との関係などいろ

いろ芯条件で決まりますが、ゾウは大変力が強

い動物ですので、 一歩間違うと大変なことにな

ります。不幸芯ととですが、過去にも野生では

芯く人と暮らしているゾウにより人が殺された

り大けがをさせられるという事故が何回も起き

ています。大きな事故が起きる危険性の一番高

いのは実は普段ゾウの世話をしている人芯ので

す。そして、ソウと直接触れる飼育j去を取り入

ゾウ会議（分科会討議風景）

れているほど事故が起こったときには大きなも

のとなります。

日 本の動物園や水族館でつくる日本動物園

水族館協会では乙うしたことをふまえて、

ゾウの飼育にあたる人の危険をなくし、安全に

ゾウの飼育が行えるように、また、将来、里子生

で生存が脅かされているゾウの繁殖に役に立つ

技術を研究したり情報を集め、交換しあうこと

を目的として、毎年1回 「ゾウ会議jを開催する

乙とになっています。ソウ会議は1991年ll 

月に上野動物園で第1回が聞かれてから今年で

8田を数えます。毎回、会議にはゾウの飼育に

関係する人が全国か5集まり熱心な話し合いや

情報交換が行われています。

A 年は、毎年テーマになるソウ老師宣して

つ2いて1年聞に起こった「危険な筆桶Jや

「ゾウの行動Jについての研究発表のほかに、ゾ

ウ飼育係の「新人教育jをどのように行ってい

くかという討議、ゾウの病気やゾウのならし方、

ゾウの繁殖などについて7つの発表がありました。

長豪，·~£－：事務：

;: .＇＂＇‘ 情桶認』、』
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ゾウ舎を見学する参加者

また、あわしまマリンパーク飼育顧問の山本聡

さんからターゲッ トトレー二ングについて特別

講演がありました。ターゲットトレー二ングと

はイルカやシャチなど海獣類の調教に広く取り

入れられてきた方法です。これは、例えばさお

の先につけた標的（ターゲット）に合図があれ

ば口先で触れる。触れると会めてご蚕桑の餌を

与える。このようにして、繰り返し条件付けす

ることにより、 ヒトの号令で様々なことができ

るように芯ります。ターゲット トレ一三ングは

知能の高い動物lことりヒ卜との信頼関係を築き、

また、単調に芯りがちな飼育下の生活に変化を

与えストレスを減5す作用もあるのでソウのよ

うな動物にとってもよい点がたくさんあると言

われており、関係者の注白を集めています。

今後も毎年、上に述べた目的とともに、動物

園でゾウが快適に暮らせるよう会議が持たれる

ととになっています。

（たかはしまさゆき）

なきは Vol.35(2).1附＠





フライ・フィッシンク‘と
私の悩み

飼育課 西田 俊 志

フ ライ フイツシンクの好敵手と言えば、

イワナ、ヤマメ、アマゴ、二ジ‘マスといっ

たサケーマス類です。は虫類生態館「アイファ

-J には現在日本産魚類も展示されていて「コ

イウグイオイカワアマゴ・マブナ・ドジョウ・

モツゴ」などを観察することができます。こと

で二ジマスやブラックパスそしてブルーギル、

ブラウントラウ卜などの外来種をどう扱い考え

るかが問題に芯ってきます。ルアーフィッシン

グやフライフイツシンク1で今やブラックパスは

切っても切れ芯い関係になっていますし、 方

では琵琶湖のように特産のコアユや他の在来種

が捕食され激減しているのも事実。これに近い

出来事も他にたくさんあります。たとえばミド

リガメ（ア力ミミガメなど）もそうです。ペット

として飼育し始めたものの結局飼いきれすに放

してしまう。そしてその動物どうしで増殖して

いき、もともといたクサガメの生息域を侵して

しまうといったことです。今さら善し悪しを言

っても始まらないので、今後はそれらをうまく

コントロールし、共存出来る方法を考えないと

いけないと思いますし、以後導入するにあたっ

てもっとしっかりした考えをもっていかなけれ

ばならないように思います。

三唱隠しをもどしますが私も禁漁期（解禁は3/1
~.田.... 11C>りpう

町E’～9/30までが一般的、いわゆる渓流魚を

釣るにはその河川を運営している告漁業協同組

合でライセンスを取得しないと釣る事が出来ま

せん）には管理釣場（河川や湖・池など特定の

場所に漁協や個人芯どが営利を目的に魚を大量

に放流している所）へ行って二ジ‘マスなどを釣

り楽しんでいますが、職業柄どうしても先に述

べました事柄が頭をよぎる事が多くあります。

⑪ 日 ごえl'ol.:15(2).1999 

ヨーロッパなどでは「釣りJそのものを反対す

る動きもあるようです。簡単に言ってしまえば

「人と魚の知恵くらべjですが、一方は「遊びJ
で一方は「命をかけた食物連鎖の一部jなので

す。さてあなたはどう考えますかっ

とわがりのゾウ・博子
飼育課 ~4; 求 謙二

昨 年の夏ごろ ゾ坤子が夕方の収容時

聞に怠っても自分の部屋に入りたがうな

いことがよくありました。

自分の部屋に入ら芯いと餌がもらえないこ

とを知っているはずなのにどうしても入らす、

ひどい時には博子の前足にロープをかけ無理に

入れないといけないほどでした。

また朝に芯ると、部屋の外の林の方にジャガ

イモがたくさん投げ込まれている時があり、お

そらく何かの動物が、博子が部屋の中にいる時

にイタズラをしに来、それに立ち向かうため博

子はジャガイモを投げつけ、必死に反撃してい

たようです。

そ のうち冬になり気温が下がりだしたので

防寒のため部屋のまわりのシャッターや

扉を閉めて帰るようにしました。すると、もう

イタズラ者も以前のように自由に中に入れなく

なったせいか、博子も部屋に入るのをいやがる

こともなく芯りました。

偽札

4
 年一一一

時々ゾウ舎のまわりにカラスがやって来ると、

博子がそれを気にして、「ピーピ－Jとおびえる

よう怒鳴き声を出すことがあるので、イタズラ

者の正体はカラスではないかと思います。

暖かく左よってくるとまたシャッターを開け

てやるのですが、それまでに何か良い力ラス対

策を考えてやろうと思っています。

。）

〉

12/4 

12/5 

f、

12/7 

1』

12/13 
12/14 

12/16 

12/21 

12/22 

・ペンギン舎のNo.6の巣箱で10月23日

に産卵し抱卵を始めていたフンボルトペ
ンギンの卵がI~＼化しました。

・97年｜ζ生まれたオスのレッサーパンダ

の成長に伴い、母親と分離して飼育を始

めました。

．アカダイショウが3頭ふ化しました。乙

れは10月3日に産卵したので、人工131化

を試みていたものです。

・今年人工ふ化したオシドリ13羽が成育
したので、“烏の楽園”に放鳥、展示し

ました。

・パーパリシーブとヒツジのオスとトカラ
。づめ さくてい

ヤギのメスの蹄が伸びていたので削蹄そ

行いました。

・夜行性動物舎でフクロモモンガの仔を確

認しました。赤ちゃんは育児轟の中で授

乳するので、出生月日は不明でした。

12/23 
12/25 

12/26 

！踏まフり 3/21～28 
．場所天王寺動物園・公園

どうぶつえんのおじさんのお話 「コアラのお話j
・日時 3月21日（日祝）午後1時30分～
・場所動物園内レクチャールーム

「子供映画大会j
・日時 3月22日（月休）午後1時30分～
・場所動物園内レクチャールーム

「サンドグラス工作教室J
・日時 3月28日（日） 午後1時30分～
・場所動物園内レクチャールーム

l訂正l99年1月号2頁.CONTENTSl行自の「坂本全」は f大野尊信Jの間違いでした。 なきごえ＼＇ ol.35(2).1州＠



愛ある暮し、応援します；

近鉄百貨店

三示F

DEAR LIFE BOOKS 

生態・飼育・図鑑本認さす
.珂Cllll'a:泊温亀liiaii'5男.，....，院沼田・＂＇置~＂ヨ・圃

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

ているのかヲ 動物園での世話

の仕方は。 仲間はワ など、

写真と精¥if;イラλ 卜をまじえ紹

介します。
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時めはぱくの書店で。 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ー2蹴ー抗争1151代表

マ:as”の鷹羽2・u
⑮ c ややや

〈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

（株）増田食品 藷需品官三日063~

r 

。 （ 

由FUJIFILM ／ ’4 
ADVANCED 

‘之7・ム
FUJICOLOR 2-/f-

雲監3スリム
－見当者’~•117-"f::I；；－ーー

明白
刷5m文林

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J'i.ースりムの手軽さにプリントザイズ選びの楽しさプラス。
・APSフィルムだかう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。

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

狼と犬と猟の生態、を研究し、動物文

学をはじめて｜止に紹介した平岩米吉

の波制に富んだ創造性豊かな生涯を

娘の眼から深くj//j＜。
夏の旅の思い出、ふしぎな巡りあわ

せ、動物直球大崎善司、 日本好き

のスタール博士など、名品を掲載。

平岩米吉の本

狼 その時と闘 犬の行動と心理
2,600円＋税⑨4刷 2,000円＋税

犬と狼 私の犬
⑨2制出来 2,500円＋税 2,200円十税

犬の生態 猫の歴史と奇話
⑨6制 2,000円＋税 2,200円＋税

動物文壁復刻版 ［全10巻＋補巻索 引］
174, 757円＋税⑨限定300部（分売不可）

南方熊楠、柳田閏男、小川未明…・鋒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 l~~：O附束京古日中央区築I由
⑨ごi主文は、最寄りの書店または直j妾上記宛先まで。 E-n ・1 Ad I ess二 JDH07647@niftyserv巴or.jp 

新作

惇f「楽しい天王寺動物園」
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。

ヨアタテν;t，νカード（限定販売）

好評発売中主800(50度用）

天王寺動物園の本
入園の記念・手引に・・・・・・

4明
会L営
圏内売店にあります。

オールカラー

500円

大阪市天王寺動物園協会 干543－叩63大阪市天王寺区茶臼山町6-74ft(06)6771-0201 
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近畿コカ・コーラボトリング株式会社 、＇.
剛削 E低A-COLA BOTILING CO • LTD口かコーラ措定割幻 ＼ 
C皿a・C。姐とC抽...T同 C。ClC。llC卵、帥町田量持層E橿τす } 

お食事・猷もの・おみやげ

・医学実験用動物

・宣伝用、テレビ用、貸動物

・原色世界雄類図鑑（34f重1枚もの）要郵便券を50円

b 
~ ．

 

s
 

・・

電話（078)221-8195(f切

吉 川商
神戸市中央区中山手通 3丁目11番 4号

兵庫県小野市来住町15 1 3番地

有限会社

本社

飼育場

関西特機株式会社

電話06-6762-2333

1回 30円

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



ま挙
雪印

IIカルシウムを領るなら牛乳や乳製品カ哩怨的．それは、特Lのカルシウムlふとても体

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

ムの量を600mg（成人1目あたりの所要量）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、せ’ひ毎日お召し上がりください． ／守 、

雪印毎日骨太 ＠ 

・・・En図Bl霊Bifm韮~

久竹娯楽株式会社
TEL(06)4397・0100（代）

。愉帳！と
/V' 1乞のしめさ

。圏内2力所（中央テ、ツキ下・
南園高架下）に、各種のりも

のやがあります。

冊目園田園111111田町内a冊目
ー・－・E・－・E・－・E・

南園高架下

井坂進／中尾芭ー／石井等／中川哲男／藤田四郎／長谷川敏昭／畏津英資／山崎道正／榊原安昭／森本委利／高橋雅之／市川久雄

中上正幸／萩原箔二／満勇こ／j垣本金／竹田正人／高見一利／山元貞幸／大野尊信／野口秀高／阜Ill 篤／村上勇一／西村慶太／油家謙二




