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国立民族学博物館
「大モンゴル展Jの会場にて

動物園＋水族＋植物＋
ヒト＝地球いきもの園！

竹田正人

坂本金

中上正幸ZOO INFO 

物だけじ守なくて人間との関係もわかる r~ 、きも

の園Jになればもっと面白くて楽しめるかもしれ

ません。最近の人はテレビ番組なんかで動物の生

態のととをよく知ってる し、 人間だけでは生きて

いけないこともみんなわかっていますよね。自分

と他の生き物とのつながりや、どこが一緒でどこ

が遣うのかとか、自分自身をものさしに、もっと

いろんなことが探せる施設や公園があったら、き

っと自分だけのすごい大発見ができそ うで、毎週

通っても飽きないかもしれません。

そ れと できれば動物園の鉾台裏のこともも

っと知りたいですね。動物園の動物も勝手

に暮らしている訳じゃなくて、飼育研究員の人た

ちと長い付き合いをしているはずで、飼育研究員

の人にと っても、世話をしている動物は家族みた

いなものなんじゃないのかなあ。個人的には 「飼

育研究員にみるヒ トの生態Jなんかをぜひ観察し

てみたいし、 「動物園に来るヒトの生態」も面白

そう。

（きたむら・あきら）

CoverOOWatching 

エリマキキツネザル
サル日 サル科 Lemur variegatus 

アフリカ大陸の東側、マダガスカル島原産です。果実や花、葉などをたべま
す。当固ではフ0年ぶりの伺育です。

動 物酔動物との最初の出会い良幼稚園の

頃、天王寺動物園のキリンに柵越しに触れ

あったことでしょうか。あの切れ長の優しい目で

見つめられ、同H寺に長くて真っ黒な舌で、べロリン

となめられたことは、今も鮮明に覚えています。

このあいだ久しぶりに天王寺動物園を訪れ否、新

しくできたサイ舎やカパ舎、アイファー（鵬虫類

生態館）などを見学していると、動物園と水族館

と植物園、それに博物館がごちゃ渇せ・で、どんど

ん境い目がなくなってきている感じがしました。

名 古屋の近くの犬山市というと ころに「I) ,, 

ルワールド」という、世界中の人聞の暮ら

しがわかる野外博物館があります。大きな公国の

中にいろんな民族の住まいが点在していて、民族

衣装を着た現地の人たちとも出会えます。わたし

はここの展示も大好きなのですが、よく考えると

これって「にんげん国Jなんですよね。そういえ

ば「人間博物館jとL寸副題もついていました。

動 物園で一番たくさん出会う酬は「人間J
だし、どうせごちゃ混せ．にするのなら、動

(j愚影文大野尊信）

日ごえ川町6).1999E) 

ヤギの赤ぢゃん
（ウシ目 ウシ科）

4月3日生まれのヤギの赤ちゃんです。生後一週間程すると柔5かい青草などを食べだしましたが、まだ

まだお母さんに甘え、母乳も飲みながら次第に大きくなっています。 (j最影 ・文 j自家謙二）

＠ なきごえ Vol.35(6).1999
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天神崎の自然と市民地主運動

認弘~＝思顎蓄；：： ：務理言 米木憲市

E沼町~Jl同三電~JlIEi&J.;:f.：（己[t)}.t.壱~It;蚕量

ヤマモモやウパメガシが森をつくる

天神崎は和歌山県田辺市にある田辺湾｜こっき

天神崎l手県立自然公園に含まれますが、
開発を完全に規制することはできません

だした小さ砿岬で、県立自然公園になっていま

す。天神崎の森は、昔は燃料用の薪（たきぎ）をと

る森として利用されていました。天神崎の森に

は、ヤマモモ・ウパメガシ アカマツ ーソヨゴ

ネジキ・ミツパツツジ－モチツツジ タイミン

タチバナ カクレミノ・卜ベラ・ネズミサシな

どが多く、林床にはシュンランやウラジ口がた

くさん生えています。照葉樹林の代表のシイも

ありますが多くありません。

森には力スミサンショウオが住む

森には多くの動物たちが住んでいます。カス

ミサンショウウオもその一員です。彼らは 12

月末か52月にかけて、森を離れ、水たまりに

繁殖のために集まり、そこで産卵をします。雌

は、ゼリー状の透明な細長い袋に直径 2mmぐ

らいの卵が数十個入っている卵塊（らんかい）を産み

。 ~i!=.<.voJ.35 (6).1999 

ます。卵は細胞分裂をしてどんどん形を変え、

幼生になり、 瞬（ふ）化します。瞬化した幼生は、

水の中で餌（えさ）を得て成長し、夏前には森に上

がると言われています。

いそ がんしょう

磯は平5な岩礁、タイドプールがいっぱいある

天神崎の岩礁は、平らで歩きやすく、磯の生

き物を観察するには最適な場所です。岩礁の縁

は斜面になっていて、潮間帯の生物たちの帯状

分布がはっきりと観察できます。上方にはイワ

フジツボ帯、そして、ケガキ帯、クロフジツボ

南、その下にはホンダワラ帝があります。

また、岩礁にはタイドブール （潮だまり）が

たくさんあり、ここでもたくさんの生物が観察

できます。春だと、アメフラシの仲間が活動し

ています。海藻｛かいそう）をもりもり食べ、成長し

て「海ぞーめんjと呼ばれる卵塊を産みます。

そして、夏までには死んでしまいます。秋、幼

生が磯にやってきて変態して小さなアメフラシ

となり、それが成長して、吾には成体になり産

タイドプールのアメフラシ。今、海藻を食べて
います。大きいものは30cmぐらいになります

) や

ム （｝ 
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天神崎の広い岩礁。ここで自然観察教室を開きます

~元同司司jL正駐車1"[1)}.t.l{.孟’E蚕量・

天神崎は真の「リゾートJである
天神崎には約20ヘクタールの海岸林と約13

ヘクタールの平らな岩礁があります。ここは田

辺市民の真の「りゾ 卜Jです。海では、魚釣

り、ヒジキ採り、イワノリ採り、磯遊び、海水

浴など、森や湿地では、ワラビ採り、ヤマモモ

採り、タケノコ採り、花見（蓄はツツジ類、秋

はキクの仲間）、毘虫採集など、自然からの恵

みや自然から学I}¥乙とがいっぱいです。

天神崎の森に別荘地を造る計画が持ち上がる

今か525年前の1974年、天神崎の森に別

荘地を作る計画が持ち上がりました。森に別荘

地が造成されれば、森が壊れてしまうばかりか

海にも土砂が流れ込み悪い影響を与えることに

なるので、田辺市民は「天神崎の自然を大切に

する会」を組織して署名活動を行い、田辺市や

和歌山県に県立自然公園である天神崎の別荘地

造成許可を与えないように陳情（ちんじよう｝しました。

しかし、「別荘地造成の申請に違法芯点がない

限り、許可せざるを得ない」という返事でした。

天神崎市民地主運動がはじまる

天神崎の自然を残すためには、行政当局！こ陳

情してもだめ芯ので、別荘地造成業者にお願い

をして開発を中止してもらい、別荘地造成用地

を募金で買い取るという「天神崎市民地主運動J

が1976年にはじまりました。しかし、募金は

なかなか集まりません。造成ができすに苦しん

でいる業者！こ迷惑をかけないためにも別荘地造

成用地を早く買い取る必要がありましたので、

銀行芯どか5借金をして、造成用地の一部を買

い取りました。そして、借金の金利の支払いに

おわれる毎日が始まりました。

募金も順調になる
1981年までは募金も思うように集まうす、

業者への対応と借金の金利などで苦しいときが

続きました。 1982年に怠って、私たちが借金

で購入した土地を田辺市が公費で購入しました。

また、新聞やテレビなどによって、 「天神崎市

民地主運動Jが日本初のナショナルトラスト運

動として紹介され、全国から募金が来るように

なり、天神崎の森の買い取りが進みました。こ

の頃は、 年に1億円も募金が集まった年もあり

ました。

1986年には、保全した自然の持ち主になる

ための「財団法人天神崎の自然を大切にする会j

を設立し、翌年には「自然環境保全法人jの認

定を受けました。これを受げると寄付していた

だいた方の税金が安くなります。

現在6.5ヘクタールを保全している
1998年度までに約6.5ヘクタールを保全し

ました。このために必要だったお金は約6億7

千万円（内約3億7千万円は田辺市の負担）で

す。天神崎の森を保全するためには、あと 10

ヘクタール以上を買い取る必要があります。少

なくとも 10億円ぐらいは必要でしょう。みな

さん協力していただけますか。財団の電話は

0739-25-5353です。 （こめもとけんいち）

ハ車絡先｜自宅干646・0213 田辺市長野309-1
一一一一一電話／FAX（自動切換） 0739-33-0069 

e-mail komemoto @mb.aikis.or.jp 

保全した面積と費用、所有者
保全に長い月白とお金がかかっています

E分公簿面責（m') 年 次 車店 価格（万円）
A 2.390.00 1976（昭和51年） l 350 

8 6.17600 1978（昭和53年） 2 5.000 

c 6.36600 1984（昭和59年） 3 5.376.3 

0 25.969.00 1985（昭和60年）4 即決和解金による和解
E 3.752.32 1988（昭和63年）5 3.400 

F 4.115.67 1993（平成5年） 6 12.425.9 

G 431.26 1994（平成6年）7 3.573.9 

H l.208.80 1994（平成6年） 自
801.38 1994（平成6年） 8 

10.954 

J 4.20600 1994（平成6年） 9 

K 3.320.00 1994（平成日年） 日 6.046 

L 4.321.21 1996（平成自年） 10 2.220 

M 201900 1998（平成10年） 11 手続中

所有

当財団

田辺市

当財団

当財団

当財団

田辺市

田辺市

監2
閣Z
当財団

なきごえ、。J.35(6).1附 e



るようですので、まず最初に食べてくれるか

どうか 1種類ずつ試し徐々に種類と量を増や

しました。食べさせてみた漢方薬はすべて気

に入ったようですが、 使う ことになったのは

ボウフウ、シャクヤク、 トウキそしてカンキ

ョウという 4種類の薬で、痛みを押さえたり、

血の巡りをよく する、あるいは体を温めるな

どの作用があるといわれているものです。と

れらの漢方薬を餌に混ぜて与え出してから 3

h
u
n町

苦ゅう

との欄 （34巻8月号、 1998）で以前！こヤギのお灸の話をしました。
あのあと、苦からあるお灸や針、漢方薬芯どについて興昧がわ
き、いろいろな動物に将来役立てることができればといろいろ
情報を集めてみました。ここではその話を少し紹介しましょう。副胸l3t~禁日？ 動物の「つぼjの例

iu 

舎－
－m
a
E
定

a

．‘
 
．．．
 
0

・暗
．
，

E喝 皿ia 

力パに与えた漢方薬

シャクヤク（巧薬）

・彰

トウキ（当帰）

-噌． 

日ごえ Vol.35(6) .I附 ＠

ボウフウ（防風）

6・

カ月後、徐々に症状が軽くなりついにちゃん

と歩けるようになりました。確実に、この薬

が効いたのかどうか、さらに、いくつもの例

で証明しなければなりませんが、試してみる

価値のある治療方法が一つ増えたことは確か

です。

（飼育諜：i同様将之）

力ンキョウ（乾蓑）

ばかり。動物園にいる家畜でない動物には応

用できるのかという ことが我々動物園に働く

ものとしては関心があります。最初に触れま

したように針やお灸は古い歴史を持っている

治療方法ですが、現代になって見直されてから、

現在の進んだ技術も応用されておりもぐさや

針の代わりに例えばレーザ一光綿を当てる方

法も行われています。レーザ一光線は遠くま

で届くことができるので、普通近づくことが

できないような動物に対して離れたところか

ら治療することができるようになるかもしれ

ません。

守生 後にもうひとつ今度は漢方薬を実際に

司司J当園で、使ったお話を しまし ょう。去年

の1月からメスのカパのナツコが右の後ろ足を

痛そうにして歩くようになりました。どうも、

体重がかかるときに痛みがあるようです。カ

パは厚い皮膚をしていますので外からははれ

ているのかどうかはよくわからないのですが、

歩き方を見ていると、例えば足の先、くるぶ

しなどの関節や筋肉といった部分に故障があ

るのではなLEかと思われます。そこで、さっ

そく抗炎症薬という薬を与え痛みを楽にして

やろうとしました。 2種類の抗炎症薬を交互に

用いて、およそ3カ月間飲ませましたが症状が

すっきりおさまらずに過ぎてしまいました。

このまま、これらの薬を続けても効果がなさ

そうですし、副作用も心配です。そこで、こ

うした症状に使われる漢方薬を試してみるこ

とにしました。一般に、大型動物に薬を与え

る場合大きな量となりますが、このような大

量の化学薬品を動物は飲むのを嫌がることが

多いのです。このため好物に混ぜたり、はさ

んだりして与えるのですが、感づかれると薬

を与える ことができなくなること もよくある

ことです。その点漢方薬の方が化学薬品より

与える量は多くなるのですが、多くが植物の

根や葉、茎、皮といったものですので、草食

獣であるカパは食べやすいのではないかと考

えました。また漢方薬がその症状や体に合っ

ていないと飲みづらく感じるということがあ

もぐ立）11!0j :!lf 
：劫~~
電信
よもぎ（文楽）

n 勺

学が取って代わりますが、加年余り前ごろから、

中獣医学として動物の治療への応用が再び試

みられるようになりました。

このような流れはまず家畜で応用されてい

ます。針やお灸にはいわゆる針を打ったりお

灸をすえる「つぼ」といわれるものがあります。

ちょっとむずかしいですが、つぼは「経穴（け

いけつけと呼ばれ、内臓のいろいろな器官に

通じている「経絡（けいらく）Jという通路の

上にあって、針やお灸でこのっぽに刺激を与

えることによって、その病気を治療すること

。 灸や針漢方薬などについてはずいぶん

昔、原始時代から徐々に発展してきたよ

うです。中国では紀元前1100年（3100年前）ごろ

から始まる西周時代、宮廷の医者には食医、

疾医、癌医、獣医の4種があり、 すでに動物を

みる医者がいたことがわかっていますから、

この時代には人や馬などの家畜と共通の薬が

100種類くらいあったと想像されています。

その後、春秋戦国時代。己元前770-221年：2800

～ 2200年前）になると馬の病気を治すことで有

名な孫陽氏（伯楽：はくらく）が出て、治療に針

やお灸を大いに用いました。その後も近代に

なるまで、針やお灸、漢方薬に関する知識や

技術が発展・蓄積 ・整理され、中（漢方）獣医

学として大きく発展してきました。100年余り

前、近代になってからは敵米の西洋獣医学に

押され、その発展は一時止まってしまいます。

その後50年くらい前から発展が止まっていた

日本と中国のもぐさ

を工豆電日

〉

ができるといわれています。現在、経穴←つぽ）

がわかっている動物には、ウマ、ウシ、 ラクダ、

ヒツジ、シカ、ブ夕、イヌ、ネコ、ウサギ、

ニワトリ 、カモなどがあります。最近では、

日本でもウマ、ウシ、ブ夕、あるL刈まイヌや

ネコの治療に針やお灸を使う ことが徐々に広

がってきているようです。特にお灸はもぐさ

以外に特別な道具もいらず経穴さえ覚えれば

畜産農家で手軽にできることともぐさの原料

になるヨモギも簡単に手に入る ことから地方

によっては大いに取り入れられて、獣医師や

農家がいっしょになって熱心な勉強会が持た

れているということです。そして、実際、最

初にお話したヤギの例などは珍しくないよう

です。ところで、動物への応用といっても、

上に上げた動物は家畜やコンパニオンアニマ

ルと呼ばれて人が直接触ることができるもの

ー・ーーー田昌固』

中獣医学は再び見直されて、西洋獣医学ゃい

ろいろな科学技術の進歩も取り入れて再び発

展するととになります。

＠ のように中国で古く村発展吋た中

獣医学が日本に最初に伝えられたのは中

国の南北朝時代（482-507年ころ）だとされてい

ます。804年には遣唐使の一員として平仲国（た

いらのなかくに）らが中国に行き中獣医学を学

んで帰り、仲国流という獣医学を多くの弟子

に伝えたといわれています。 わが国での中獣

医学も中固と同じで、近代になって西洋獣医

e 1$~ ごえVol.35 (6).1999 
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初めて外に出たB寺は少しとわかった

はじめまして

昨年ll月25日に生まれたホッキョクグマの赤ちゃん（オス）は、3月16日か I 38,000過の応募の中から
｜約1,500通もの人がユキス

5入国者の皆さんに公聞が始まりました。名前も公募した中から”ユキスケ” ｜ヶってつげてくれたんだよ。

と命名されました。今回は、元気に育っているユキスケの動きや表情をレンスで追ってみました。

一向』占謡、－

... 
＠ 在きごえ 止さごえ Voi.35 (6 ）.川99€)
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自然はすぐそこにある

動物園で仕事をしていると自然と共に働けていい

ですねと言われますが、自然を感じることはあま

りありません。でも、こんな出来事がありました。

それは昨年の7月初め、もうそろそろ夏かなとい

う頃の事でした。コアラの部屋で掃除をしている

とタマムシを発見しました。毎年7月中頃から下旬

頃にコアラ舎のまわりでタマムシを見かけます。

どこから部屋に入ったのやら今年は早いなと思い

つつ外に逃してやりました。次の日もまた1匹、そ

の2日後には2匹。ここらでようやく、これはおか

しいぞと考え始めました。結局合計5匹のタマムシ

がコアラ舎の室内で発見されました。図鑑で調べ

てみるとタマムシはサクラやエノキに卵を産みつけ、

幼虫は3年間その木の中で過ごして成虫になると

書かれていました。タマムシが発見された部屋の

止まり木を設置したのがちょうど3年前なのでぴ

ったり計算があうんですね、これが。

僕らが毎日掃除をしたり、ユーカリを入れ替え

たりしていた部屋で3年間黙々（もしかしたら結構

⑤なきごえl'ol.35(6).1999 

『飲まない』のか
『飲めない」のか

「コアラ」とは、オーストラリアの先住民である

アボリジニーの人達の言葉で「水を飲まない」と

いう意味だそうです。動物園のコアラ舎にはちゃ

んと した水飲み場があるのですが、利用している

形跡はありません。 オーストラリアにはこんな

昔話が残っています。昔々、人間や動物たちが一

緒に生活していた頃のお話しです。そこでは、何

よりも水が大切でしたから水は大きな瓶（びん）に

入れて皆で分けあって飲んでいました。動物たち

が朝一番にする仕事は、それぞれが水を汲（く）んで

くることでした。だからオーストラリアの動物た

ちは、今でもみんなおなかに袋を持っているんだ

ってさ。ところがコアラと来たら、よく寝坊はす

るし、たまに水を汲みに行ったとしてもクネクネ

歩くものだから、水が全部こぼれてしまうのです。

そんなコアラを、みんなは快く思っていませんで

した。そんなある日事件が起きました。瓶｛びん）の

水が無くなっていたのです。誰が盗んだのか、皆

で犯人捜しが始まりましたが見っかりそうにもあ

りませんでした。コアラが盗んだんだと誰かが言

い出すと、 そうだそうだとみんなが口を揃｛そろ）え

て言い、とうとうコアラは犯人にされてしまいま

した。でも本当にコアラは盗んでいませんでした。

どんなに言っても誰も聞いてくれません。こうし

て無実の罪を着せられたコアラは、それ以来けっ

して水を口にしなくなったそうです。

ところで、コアラは必要な水分をユーカリの葉

から取っています。でも、体調が悪いときには水

を飲もうとします。ネコのように舌でピチャピチ

ャすするのですが、ほとんど飲めません。コアラ

は水を飲まないのではなく飲めないと言ったほう

が正しいようです。 飼育課 早 川 篤

412 

4/3 

4/4 

4/8 

4/10 

イ守

4/12 

4/13 

） し
4/14 

4/17 

4/18 

てきはつ

・ワシントン条約違反で摘発されたスロー

ロリスを緊急保護しました。

・1997年ア月3日に生まれたレッサーパ

ンダのオス“テンテン”を横浜市立野毛

山動物園に送りました。

・1哩虫類生態館”アイフアー”で実物のヘ

ピを使った動物説明会を行いました。好

評につき、今後も随時実施する予定です。

・キジ類の産卵が始まりました。今日はコ

サンケイとジ1ケイが産卵しました。

• ::P力カンガルーの赤ちゃんが袋から顔を

出しているのを確認しました。動物園で

はこの日を誕生日としています。

・3月！こ京都市動

物園から贈ら

れてきたショ

ウガラゴとス

口一口リスの

検疫が終わっ

たので、夜行性

動物舎で展示

を始めました。

·~虫類生態館“アイファー” のパックヤ

ードでアオハリトカゲが16頭生まれま

した。 アオハリトカゲは母親のお腹の中

で卵が1:)1化する卵胎生｛らんたいせい）です。

．グラン トシマウマの赤ちゃんが1頭生ま

れました。また、 二ホンザルも今季最初

の赤ちゃんが生まれました。

・昨日｜ζ続いてグラントシマウマの赤ちゃ

んが1頭生まれました。

．ソデグロヅルが今季最初の卵を産みま

した。

・ライオンの赤ちゃんが4頭生まれま

した。

ホッキョクグマに氷柱のプレゼン卜

日 時 7月23日（金）

大暑の日午前9時30分～

場所動物園内ホッキョクグマ舎

4/19 ・カナダヅルが1羽ふ

化しました。3月15

日と 17日に産卵し

た内の2卵白がふ化 f

したもので、 13＼化日

数は33日でした。 l

卵回は残念主主がら無

精卵（む甘いらん｝でした。

4/21 ・当園で生まれたオス

のゴアラ“リク”を

淡路フアームパーク

に貸し出しました。

4/25 ．一般入国客の皆さんを対象に、 カパ含、

サイ舎の裏側ウォッチングを開催しまし

た。

4/27 ・離乳時期が近付いている昨年6月27日

生まれの力リフォル二アアシ力（雄）の体

重測定を実施したところ、 44kgありま

した。

4/30 ・4月13日、 14日につづいて3頭目のグ

ラントシマウマの赤ちゃんが生まれまし

た。

面証

・動物愛護標語募集

募集期間 7月1日（木）～31日（土）

・天王寺公園・動物園

写真コンクール作品募集

募集期間 4月28日（祝）～8月31日（火）

M ごえ l'nl.35(6).1999⑤ 
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撮影シーンに合わせて、
標準・ハイビージョン・パノラマのすイズを自由に切替0

・スー｝＼ースリムの手軽さにプリントサイズ選びの楽しさプラス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。

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J前の生態を研究し、動物文

学をはじめて世に結介した平岩米吉

の波｛闘に富んだ創造性豊かな生涯を

娘のBRから深くt菌く。

夏の旅の思い出、 ふしぎな巡りあわ

せ、動物画家ー大崎善司、 l::l4三好き

のスタ ル博士など、名品を掲載。

平岩米吉の本

狼 その憾と削 犬の行動と心理
2,600円＋税 ⑥4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
⑨ 6 締~ 2. 000円＋税 2,200円＋税

動物文撃復刻版 ［全10巻＋悩索引］
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......

の作品 ．論考を寄稿し発表 した幻の戦時中資料。

＠築地童館干124-0附束京古E 区築地也山 一加 T山 354
Eヨ 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-1, ii Address= JDH07647@niflyserve.ar.j p 

新作

惇号「楽しい天王寺掛物園」
19分 （10本常備）

・対 象／保育園・幼稚園・小学校の先生

・貨出期間／10日間

・貨出 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。

コアタテν;t~νカード（限定販売）
好評発売中￥800(50度用）

天王寺動物園の本
入園の記念・手引に・

オールカラー

500円
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大阪市天王寺動物園協会

圏内売店にあります。

干543－叩63大阪市天王寺区茶臼山町6-74H(06)6771-0201 
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TEL 06-6771-0973 
（『) 近畿 コカ・コーラ ポトリング 株式会社

KIN削 COCA-COLAB日πUNGCO .. LTD.＜コカコーラ措定会社〉
C田a・ColatC。koUTl¥eC酎aCola Comoa町田量刊高慌てす

お食事・飲もの・おみやげ

，
 

e
 
・・

電話（078)221-8195附

全国動物園水族館御用達
すz

位
有限会社

h勘

Zヨミ商

・医学実験用動物

・宣伝用、テレビ用、貸動物

・原色世界維類図鑑（34種1枚もの）要郵便券250円

E

・E

・
－－－－－－ 

E
E
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＝七
t:l 

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
本社

飼育場

天王寺公園s .. 寓重主主手正副白・，＇； ,;, :,j・） 

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

~ 
関西特機株式会社

電話06-6762-2333

1回 30円圏内、 主要動物舎
30数カ所にあります



議
雪印

カルシウムを摂るなら牛乳や乳製品カ可里想的自それは、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）までアップさせた．雪印毎日骨太。自本人

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 ＠ 

・・・mJl盟国冨藍塞E置~

久竹娯楽株式会社
TEL(06)4397・0100（代）

。愉帆！と
/V' 誌のしめま3

南国高架下

。圏内2力所（中央テ、ツキ下・

南園高架下） rこ、各種のりも

のやがあります。

編集委員
中尾啓一／中川哲男／藤田四~Bl石井等／山崎道正／沖田紀行／長瀬健二郎／谷森進／長漂英資／森本委利Ii割高雅之／市川久鐙

竹田正人／高見一利／中上正幸／満勇ご／荻原裕二／坂本金／山元貞幸／野口秀高／大野尊信／早Jll篤／村上勇一／西村慶太／j曲家謙二


