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野生動物への恩返し
ボランティア活動

からも協力依頼があり、現在野生での生息数はわ

ずか400頭前後といわれるスマ トラトラを森林火

災被害から救うため、スマトラの現地を始めイン

ドネシア委員会本部があるタマンサファリの保護

収容施設に行き活動を開始しました。保護したト

ラが繁殖するという成果が見られ、今年はこの活

動に環境事業団もパックアップをしてく れること

にもなり予想以上の成果が期待されます。

、島a併は大学で自然環境保全や野生動物に関する

q、 講義をしている関係から、若い人がこれら

に関して興味をもち、活動参加できる場を求めて

Lミることが分かりました。しかし残念ながらテレ

ビの影響からか野生動物はアフリカだけという考

えが強いので、もっと身近なアジアを知ってもら

うため、「アジアの自然環境保全は我々がリーダ

ーシップを！」をスローガンとした「アジア産野生

生物保全協会jを今年の5月に設立しました。これ

からはとれらの会を通し野生生物のボランティア

活動で恩L返しをして行くつもりです。

（ほりひろし）

横 浜市の動物園に剛山山通ら平成

7 (1995）年までの30年間、動物園一筋に勤

務してきましたが、これだけ長い間動物園で動物

に携（たずさ）われたのも、ただ仕事だからというの

ではなく、野生動物の力強さと、どことなく哀愁

を感じさせる魅力に惹（ひ）かれたことにあったの

だと思います。楽しく仕事をさせてもらった動物

園時代を良い思い出として残し、これからは動物

たちに出来る限りの恩返しをしたいと考えていま

す。

ま ず第一に取りかかったことは 所属山

る野生生物保全繁殖専門家グループ（CBSG)

の日本委員会としての地域支部設立でした。会員

の協力のおかげもあり、平成9(1997）年にアジア

ではインド、 インドネシアに続く3番目の支部と

して活動を始めました。期せずしてその年はイン

ドネシアでは11ヵ月もの問雨が降らないという大

干ばつで、スマトラ・カリマンタンに発生した森

林火災による野生動物への被害がテレビや新聞紙

上で報じられました。同僚のインドネシア委員会

n 
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オランウータン
サル目 ショウジョウ科 Pongo pyg11悶

ボルネオやスマトラの森に住む大型のサルの仲間です。単独性で一生のほと
んどを樹上ですごし果実などを食べます。当固にはボルネオ産のものがいま
す。 （撮影・ 文 .）自家謙二）

ZOO INFO 

（ネコ目ネコ科）
おそ

4月18日に生まれたライオンの赤ちゃんです。大人になると他の動物を襲って食べる肉食動物ですが、お母さん

のお乳で育ち、フ月には離乳しました。 体には仔どもの特徴である斑点がまだ残っています。（撮影 ・文：油家謙二）

。 なきごえ 川町8）.目的

ライオンの赤ちゃん



オランウータン調査墓地、キャンブー力カップの仲間違と

その家族。 1998年10月、放送大学取材中

私！は1983年かう現在まで川ネシ

アの東力リマンタン州のクタイ国立公園

で野生のオランウータンの研究を続けてきまし

た。 1964年からそれまでのアフリ力でのチン

パンジーの研究を途中でやめて、オランウータ

ンの研究に転身したのには2つの理由がありま

した。ひとつは、その頃、私のやっていたチン

パンジーのフィールドがウガンダにありました

が、アミン政権の政治的混乱のために、調査を

中断せざるを得なくなったこと。 もうひとつは、

オランウータンが、「ネグレクテド・工イブ（無

視された類人猿）」と一部で呼ばれるように、人

聞かS （特に研究者によって）無視された存在

であり、単独生活者だといわれているように森

林の中に分散して生活していて分かりにくかっ

たこと。そのため、霊長類の社会構造に興昧を

持っている日本人研究者の手によって、その社

会像は解明される必要があったのです。

1997～98年には、そのオランウータンが

住んでいる東力リマンタンの森は、広範囲にわ

たって森林火災に見舞われました。史上始まっ

て以来の熱帯森林の火災だといわれた1983年

の森林火災に次いで、 2度目の火災でした。f燃
えることがないj といわれた熱帯森林が、どう

してこうひんぱんに焼けるのでしょうか。2度

。なきごえ＼＇oI.:15(8) .1999 

~lso.：~ c ~ture 
森林火災と \f·~\f ~ 

オランウータン
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にわたる熱帯林火災は、共に1～1年半の問、雨

がほとんど降5す、林床は乾燥して、そとに火

が入ったのです。 2度の火災で焼けた地域は、

ほとんど同ーの地域で、東力リマンタンの南半

分の地域でした。この地域は、オランウータン

の束力リマンタンの現在の生息地とほとんど重

なっており、東力リマンタンのオランウータン

の分布地の95%は、 2度の森林火災で焼けてし

まいました。

l 997～98年に、 2度にわたって、オラ

ンウータンの分布調査をヘリコプター

によって行いました。その結果、森林火災の焼

失地域は、 東力リマンタン州の南半分だけで、

北部は主として、狩猟民のダヤック族の住み場

所で、彼らは狩猟民のために、この地域には、

現在ではオランウータンはほとんど分布してい

ない事も分かりました。狩猟民が長い間に狩猟

してしまったためです。南半分の地域は、豊富

な石炭や原油の埋蔵地帯で、マハカム川流域は

人口も比較的多く、開発の手が強く入っていま

した。石炭、石油などの地下資源、ジャワ島か

5の移民村など、東力リマンタンの低地熱帯林

地域は、急速に切り聞かれていきました。中で

も熱帯林回復の名のもとに行われる植林計画事

業は、 30×200Kmという広大な森林を切り

聞き、アカシア、ゴム、ユーカりといった、も

ともとこの土地にない苗木を植える事で、聞か

れた状態の林を一斉に拡大してきました。とれ

らの聞かれてしまった土地は、野生生物が、満

足に分布できないばかりではなく、今回の森林

火災の最初の火は、多くの場合そのような土地

か5始まったのでした。

熱帯林の火災後の森林の回復過程は一様では

ありません。しかし、林床を野火が過ぎ去った

後、降雨にともない、数カ月後にはす早く伸び

る早生樹の幾種類かがびっしりと生えてくる。

そしてその後数年で二次林化が進んでいく。

20～40年経ったとのような二次林はとんもり

とした立派な林となり、オランウータンを始め

n ぐう！
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1998年6月、山火事の後、最初に生まれたア力ン
ボウ、名前はジョ八ンと名付けられた

ジョ八ンはもう母親 「レアンJから数メートル離
れて遊ぶように主よっていた。1999年2月猿影

とした野生生物が利用する森となる。乾燥化し、

森林火災で傷みつけられた天然林の果実生産力

は著しく劣り、かえってこのような復活した二

次林の方が、ツタ類、果実類、若葉などオラン

ウータンの食物の生産力は高いのです。

込lは 1983年の第1回目の森林火災以後

ずっと山火事の後の森の変化と、オラン

ウータンの森の利用の仕方、食物の変化を調べ

てきました。山火事の後の森は葉を落とし、落

葉は力サカサと音をたて、陽光が林床まで明る

く差します。オランウータンはこのような森の

林床を地上移動し、ツタの葉や樹皮をよく利用

しています。明るく陽のさす林床をトコトコと

遠くまで移動していくオランウータンの姿は全

く珍しく、 森林棲｛せい）のオランウータンとして

は珍しい光景なのです。ラウル・サンデーとい

った若い個体を、 1983年、 85年そのような森

の中で観察しました。 1985～88年は山火事

で焼かれた大木が倒れた、し、森はたいへんでし

た。 88年から下流域のもっとなだらかな地域

にキャンブを移動し、そこに木造高床2階建て

の観察小舎を建てたのが1993年、それからオ

ランウータンの観察はうんとやりやすくなりま

した。

その小舎の名前を、キャンブ・カカップと名

付けました。センガタ川の河口かS30Km、そ

こまでスズキ科の力カップという名の魚が上っ

て来て、私達はそれ

減ってしまったのですが、いつまでもカカップ

が川をさか上ってくる事を願って、地元の人達

はキャンプ ・カカップと呼んでくれています。

キャンブのメンバーは約10名、 そのつど構成

員は入れ替えがありますが、 ①オランウータン

の追尾、 ②観察路の整備、 ③森林のパトロール

などを、彼らの力で進めています。村人のその

ような活動は、村民の眼を森に向けさせ、オラ

ンウータンや森の保護の大切さに気づく工ネル

ギーとなっています。彼らの努力がなかったな

らば、密猟者は動物を狩り、国立公園の樹木も

知うぬまに切り倒されていってしまうでしょう。

d品 目の森林火災でも、キャンブの周辺の

一歩 森には、 1999年2月初めかう、少なく

とも5回の火事が近づいてきました。キャンブ

のメンバーは、火勢の劣えた夜間や、朝方、林

床に燃え残る野火を踏み消し、水をかけ、消火

に努力しました。おかげで観察小舎は焼けすに

残り、オランウータンは火の手の弱かったキャ

ンブ周辺の森で、今でも以前と同ように生き続

けています。私達は、キャンブのとのような活

動を維持していくためにカカップ基金、オラン

ウータン基金を集めて、現地の活動への支援お

よび調査活動の助けとしております。

（日インドネシアー オランウータン保護調査委員会

代表京都大学霊長類研究所すすきあきら）

を釣つては食事の材 O連絡先

料に利用してきまし

日・インオランウータン保護調査委員会事務局（力力ップ基金・会員制）
干214-0038神奈川県川崎市多摩区生田5 11 8 鈴木方

た。現在は、石炭開

発のため川の水も泥

にごりになる事が多

く、魚の数もうんと

Tel & Fax 044 955 7406 
・支援金送付先 （財）自然環境研究センター

〒113-0034東京都文京区湯島2-29-3
Tel 03-3813-8806 

振込先．第一勧業銀行本郷支店普通口座 1891695
口座名 （財）自然環境研究センターオランウータン基金

~~.：：.＜. l'ol.35 (8).1999 €) 
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若い2人に子供を
つくっても5いたい・・・

と思って毎週サブとモモコのお見合いの場を

設けています。けれども、2人とも人工晴育で

育っているためか、せっかく2人一緒にいると

きでも、べったりひ

っついていることは

それほどありません。

モモコはサブを避け

ているようですし、

サブはそモコに近づ

いてもせいぜい手を

握るぐういです。ブ

ルとサツキのアツア

ツ1j＼りを見せたとと

もありますが、サブ

もモモコもあまりそ

の気にならないようです。 2人とも幼い頃から

オランウータンとしての教育を受けていないの

ですか5、芋供ができ主主いことを責めるのはか

わいそうです。それでも、やはり子供ができて

ほしいという願いはあります。ですから、最近

は人工繁殖にも取り組んでいます。ますはサブ

の精子を採って保存することを試みています。

ヒ卜ではすでに確立された技術ですが、オラン

ウータンについてはまだまだわからないことが

多く、大学などの専門機関と協力して徐々（じよじよ）

に進めている状態です。恐うく、近い将来モモ

コに対して人工授精を行うことになるでしょう。

三世の顔を見ることができる目が早く来てほし

いと思います。

今回己紹介させていただいた天王寺動物園の

オランウ タン、ブル、サツキ、サブ、モモコ

は毎日皆さんのお越しを楽しみにお待ちしてい

ます。なぜかつて？ それは、彼らが人間ウォ

ッチングを楽しんでいるかうです。彼らはそれ

となく、でもしっかりと人闘を見て、きっとさ

まざまなことを考えています。見られているの

は私たちの方五よんです。

4人の1日の生活をご紹介しましょう。朝は1

杯のミルクから始まります。毎朝9時になると、

1人すつ飼育係と朝の挨拶をしながら、格子越

しに差し出されたペットボトルからミルクを飲

みます。放飼場や屋内展示室に出ていくと、そ

こにはちょっとしたおやつの果物が置いてあり

ます。午前中には飼育係が寝室の掃除とテ‘ィナ

ーの用意をします。寝室で見られる前日の餌｛えさ）

の食べ残し、便や原などは、体の調子を推し量

る大切な情報になります。さて、放飼場や屋内

展示室で、運動したり、考え事をしたり、お客

さんの相手をしたりと多忙な 日を週ごし、夕

方に砿ると寝室に帰ります。ブルは寝室に入る

とすぐに食事です。寝室の中に、もうディナー

が用意されているのです。他の3人には用意さ

れていません。なぜブルだけ特別扱いするので

しょうか。年長者に敬意を表して？ 実は、ブ

ルがあまり人慣れしてい芯いからです。他の3
人は寝室に入ると、ます飼育係が格子越しにス

プーンで差し出したヨーグル卜を食べます。次
に飼育係かう手渡しで、果物や野菜などのテ、ィナ

ーを受け取ります。これも飼育係の挨拶（あいさつ｝

の つです。コミュ二ケーションをとる機会の

一つなのです。ブルはごちそうを前にして、の

んびり手渡ししても5うととを待っていうれま

せん。みんなにディナーが行き渡って食事が始

まると、飼育係は放飼場と雇内展示室の掃除を

します。1日の出来事を日誌に書き込んで飼育

係が帰っていくと、 4人の1日も終わります。

4人には、いつどこで 会えるので

しょうか。サブは毎日放飼場に出ています。観

覧通路から向かつて右側の放飼場（※）です。です

から、いつでも会うことができます。ブルとサ

ツキは左側の放飼場（※※）を交替で使っています。

火、木、 土、日曜日にはブルが般飼場に出ます。

月、水、金曜日にはサツキが出ます。芯ぜ、 2
人一緒に放飼場に出ないのか？それは、 ブルが

サツキをはなさなく芯るからです。モモコは毎

日屋内展矛昌担にいます。毎週月曜の休園日には、

サブとモモコが一緒に放飼場に出ます。週にl
度のお見合いの日なのです。

かつて（平成1年頃）の動物舎でのブル（右）とサツキ

“サル”の仲間で、遺伝的にも、姿か
るいじんえん

たちも、ヒトに最も近いのが類人猿と

呼ばれる種類です。他のサルとどこが

遣うのでしょうか？ 一番わかりやす

いポイントはしつぼが無いととです。

天王寺動物園ではチンパンジー、オラ

ンウータン、フクロテナガザルという

3種の類人猿をご覧になることができ

ます。今回は、その中でも一番落ち着

いて見える？オランウータンについて

ご紹介しましょう。

（飼育課土谷正道、高見一利、 j自家謙二）

天王寺動物園のオランウータン

オランウータン舎

観覧通路

産室｜倉庫

，.~＆－：~~ I "nr&－：~－－ 
チンパンジー舎

屋外放飼場：
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サゴ（l 3才）、 モ

モコ（l 3才）とい

います。サブは、ブ

ルとサツキの聞に生

まれたヂ供です。サ

ツキの母乳がでなか

ったために人工晴育

で育てられました。

モモコは宮崎県の

フェニックス動物園

から当園にやって来ました。モモコもやはり人

工哨育で育てられました。 オランウータンのオ

スは大人になってくると、頬（ほお）のところが大

きく張り出てきます。サブもここ数年ですっか

り大人の顔になってきました。

この4人、それぞれ性格も動作も違います。

放問場での様子も様々です。ブルはお害さんl乙
あまり反応しません。さすがに年長者の落ち着

きを感じます。サブは格子をたたいたりしなが

5よく動きます。やはり若者です。サツキはわ

りと人慣れしていて、お客さんに寄っていきま

す。モモコはもっと人に”べったり”です。悲

しいことに、彼女はオランウータンよりも人間

に親近感を覚えるようで、オランウータンとし

ての自覚？が足りないようです。人間に育てら

れたのですから無理もありませんわt

オランウータンは通称 「ワシントン条約」と

呼ばれる条約で国際的な取引が厳重に規制され

ている希少動物です。商業目的の取引は完全に

禁止されています。東南アジアのボルネオ島と

スマトラ島に生息していますが、最近では開発

や自然災害などにより生息地が急激に減少して

いるようです。ボルネオに棲（す）むものと、スマ

トラに棲むものは別々のグループ（亜種）とし

て区別されています。

動物園の正円である新世界ゲートより入国し

てすぐ右側に目を移すと、オランウータンとチ

ンパンジーが住む類人撞含があります。屋外の

放飼場と屋内の展示室をご覧いただけますが、

夜にはそれぞれ個別の寝室で休みます。オラン

ウータンの放飼場は、チンパンジーの放飼場と

違ってステンレスの格子におおわれています。

見た目には圧迫感がありそうですが、もともと

木の上で生活するオランウータンは桔子を伝っ

て右に左に、 上へ下へと動きまわって、放飼場

をより広く使っています。

ヒトに最も近いとされる類人蹟の仲間に対し

ては1頭、 2頭ではなく、 1人、 2人といった数

え方を提唱している人もいます。ここではその

数え方を尊重しましょう。今、天王寺動物園に

は4人のボルネオオランウータンがいます。名

前はブル（推定34才）、サツキ（推定29才）、

。 なきごえI'ol.35 (8) .1999 



飼育課：油家謙二

私は天王寺動物園の才ラ

ンウータンファミリーの大

黒柱「ブルJです。我が家

は私と妻（サツキ）夫婦と、

息子の「サブJとその蛾の

「モモコJの4人家族です。

今日は私たちの生活をそ

っとお見せします。

Cl)IH司 、川 5!S川州！I

天王寺動物園に縁いで来た「モモコJです。私たちはもともと単独で
生活しているの夫のサブとは週に1度ぐらい会うようにしているの。

ここが我が家のキッチン。といっても
;.d私たちが台所に立つわけじゃなく、担

当の飼育係の人が栄養のバランスを
考えて作ってくれるの。



・4月18日に生まれたライオンのランの身

．ゾウの春子にリンゴのプレゼン卜
日時・9月15日（祝） 午後1時30分から場所・ゾウ 舎

・動物園のおじさんのお話
第3日曜版 日時 9月19日（日）午後1時30分から内容・場所未定

9月の各土曜日・午後1時30分～約1時間場所・レクチヤールーム
4日（土）．ペンギンさんの一日 18日（土）・チンパンジー君の一日
11日（土）・カパさんの一日 25日（土）・ゾウさんの一日

なきごえ川；15(8).1999① 

体測定を行いました。 2カ月齢で体重

5.5Kg、体長（頭胴長）55cm、尾長

27cmでした。

・ニホンザルがl頭生まれました。

・飼育担当者による動物濁のおじさんのお
話．サルの話”を開催しました。

・二ジキジがl羽1)1化しました。

．アムールトラのオスのフジオが死亡しま

した。尿毒症でした。フジオはメスのタ

マとの聞にたくさんの子どもをもうけて

くれました。

・マガンのメス3羽が富山市ファミリーパ

ークから贈られてきました。

・ボアコンストリクターというヘピが3頭
生まれました。このヘピはアオハリ ト力
ゲと同じく、母親のお腹の中でふ化する

卵胎生（うんたいせい）の動物です。

・チョウセンオオ
タ力のオス1羽
が秋田市大森山

動物園かう贈ら

れてきました。

・タヌキの子ども

を1頭保護しま

した。

6/28 

6/30 

・ナベヅルが1羽1)1

化しました。昨

年に続いて2年連

続の繁殖です。 ~ 

・ニホンザルの赤
ちゃんが生まれ

ました。

・ホッキョクグマ

の子どもの命名

式が聞かれまし 』一一ーー
た。名前はユキスケに決まりました。命

名式のあと、 「園長のホッキョクグマガ

イド」が聞かれました。

・腿（は）虫類生態館“アイファー”のパック

ヤードでアオハリ トカゲがア頭生まれま

した。

・ニジキジが1羽1)1化しました。

・ニホンコウノ トリが1羽ふ化しました。
2年11iりの繁殖です。

・5月に産卵していたソデグロヅルの卵が
割れてしまいましたが、無精卵（受精し

ていなし1卵）でした。

．ニホンコウノトりの2羽田がふ化しまし
た。

・アムールトラのフジオの食欲が落ちてい

たため、胃カメラの検査を行いました。

・ニホンコウノトリの3羽田が111化しまし
た。

・バーバリシーブのオスの削蹄（さくてい｝を

行いました。

・ヤギの削節を行いました。

・上海動物園からアジアゴ ルデンキヤツ
卜が2頭来園しました。この2頭は友好

都市である上海市から大阪市に友好動物

として贈られ
たものです。 7
月には上海動

物園からの交

流団を天王寺

動物園にお迎

えし、婚呈式
が行われます。

6/1 

6/4 

6/6 

川；；！以内
If）~： ::;: ~：~：：・·：： ¥. ｛：：＼~ t =::'.)¥) I 

Ei.Jll~ E ¥( 

・~~..絵・文 ／飼育課：西村 長支 ）

A τ ε 

6/10 
6/20 

6/24 

6/26 

6/21 6/11 

6/12 

6/14 

ぐち) 

話； 仰 は に骨とう品
③ぞ票一

1til.O"l ~ r ！＊－上下左認にす三と

手Eんでしまうねん。

6/15 
6/16 

し。
日

カメの卵 6/18 

動物たち
の一日

CJふとりあえす
者~j 連載開始です
なきごえ3月号で、苦しまぎれに載せ

たマンガに「NO.l」なんてついてい

て、イヤな予感がしたんですが、とり

あえず半年に1回すつくらいで連載す

ることになってしまいました。ネタが

尽きた頃には人知れず消えているかも

しれませんが、動物園でこれまで体験

してきた出来事を楽しく紹介していき

たいと思います。 （にしむらけいた）

親鳥が温める卵のふ化日数は鳥の種類ごとにわ

りあい一定していてふ化予定日を計算しやすい

のですが、は虫類の場合、ほとんどの卵は産み

っぱなしで種類によってはふ化 日数に大きなへ

だたりがあります。上のヒ ョウモ ンガメの卵の

ふ化日数は数カ月一550日という幅があり、 当

時それを知らなかった私はこんなミスをしてし

まったのです。 きっとその年の気候や条件にあ

わせてふ化日数も変化するんでしょうね。

＠~！ ごえ l' ul.35 (8). I則



愛ある暮し、応援します：

近鉄百貨店

ース

マ:as”の班、:l::I・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 手留守話相－~063~

（） ぐ守

。c 

勉 FUJIFl LP.JI ／ ’4 
AD附 NCED

'-<:!, .. ・・・it 

護m>芳三五
－＇！，醤苫，~l'7l'llNJ;;-

撮影シーンに合わせて、
明白

標準・ハイビ‘ジョン・パノラマのサイズを自由に切替0

・ス－J'i.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フィルムだかうインデックスプリントも。
掛:Im文樟

・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

狼と犬と猫の生態を研究し、動物文

学をはじめて世に紹介した平岩米吉

の波i倒に富んだ創造性豊かな生涯を

娘の眼から深〈描く。

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。

平岩米吉の本

狼 その生態と歴史 犬の行動と，M里
2,600円＋税⑨4刷 2,000円＋税

犬と狼 私の犬
⑨ 2 l¥llJ出来 2,500円十税 2,200円十税

犬の生態 猫の歴史と奇話
⑨ 6刷 2,000円＋税 2,200円＋税

動物文事復刻版 ［全10巷＋鱗索引］
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……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。

地書 干10 附東京都中央区築I也
館 ⑨こ注i主文l正、最寄’Jの曾店またl正直接上記宛先まで。 E叫

新作

群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J必要〉

・申 込先／当協会まで手紙かハガキで

お申込下さい。

＝アPテν;t，νカード（限定販売）
好評発売中主800(50度用）

英王寺動物園の本
入園の記念・手引に・

晴樹
魚

オールカラー

500円
一一一」品全里

圏内売店にあります。

大阪市天王寺動物園協会 干543-0063大阪市天王寺区茶臼山町6-74 ft (06)6771-0201 



働、
近畿 コカ・コーラボトリング株式会社 ‘ヘ
KINKI COCHOLA BOTILING CO .. LT目〈コヵ・コーラ措定吉社》 ヘ＆
Coca・ColaとCokeI: Tne Coe• Cola Comoa吋町量”商帽です p、戸；

£1~鳥獣輸入
!t1! 日 全国動物園水族館御用達

r 11 : ：：：：~h:i，：：~~JHH 

4ナー
、、、． 

本社神戸市中央区中山手通3丁目11番4号 電話（078)221-8195制

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．ゲ

園内、 主要動物舎
30数カ所にあります

関西特機株式会社

電話06-6762-2333

1回 30円

〈『

”’ 

ο s .. 君主主主魂加国・＼~,!,, :,j・

阪神高速松原線

e置彊2・動物園／大人500同 公園／大人150円 中学生以下 65歳以上無料

em国珍 午前9時30分～午後5時 （入国は4時まで）

CEl5’ 毎週月曜日（月曜日が休日に当たる場合は翌日休園） パ＼

大阪市天王寺動植物公園事務所 〒543-0063大阪市天王寺区茶臼山町1108 TEL.06初ワ1-8401 ,,,. ) 



議
雪印

カルシウムを祭るなら牛乳や乳製品カ句里想的．それl革、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 ＠ 

・・・.. 図冨Z霊~霊園・・・

久竹娯楽株式会社
TEL (06) 4397・0100（代）

。輸腺！と
/V  1乞のしめま3

南園高架下

。圏内2力所（中央テ‘ッキ下・

南園高架下） Iこ、各種のりも

のがあります。
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