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絶滅動物愛好家？
イギュウの骨を拾って歩きました。 米国ハー

ヴァード大学の博物館では、オオウミガラス

のはく製と対面しま した。このほかにも、モー

リシャスの飛べないハ ト、ドードーや、オース

卜ラリアのタスマニアタイガ一、 アメリカの

リョコウノfト、 カロライナインコなどの骨や

はく製とも対面を果たしました。 そのたびに

巡礼にも似た厳粛な気持ちと、悔しさをかみ

しめる複雑な気持ちになったものです。

現 在ぼくは絶滅の酬に瀕した動物の取

材をする ことが多くなっています。最近、

ニュ ージーランドの飛べないオウム、 カカポ

に会ってきたばかりですし、 この原稿を書い

ている今、 キツネザルに会 うためのマダガス

カル行きを数日後に控えています。 こんな仕

事をするようになったのも、かつて受けた絶

滅動物の衝撃による部分が大きく 、 絶滅の縁

で踏みとどまっている生き物に出会うたび、「あ

んなに悔しいこと」がその動物には起こらな

いようにと祈らずにいられないのです。

（かわばた ひろと）

す でに絶滅してしまった生き物印かれ

てなりません。高校生の頃、「絶滅動物

図鑑Jという大きな本を、アルバイトで得たお

金で購入したのがきっかけでした。 カムチャ
ぜいそく

ツカ半島に近いべーリング島の浅瀬に棲息し

ていた体長8メートルの巨大な海牛、ステラー

カイギュウや、北極海に住んでいた“北のペ

ンギン”オオウミガラスなど、魅力的な生き

物たちの細密なイラストに魅了されました。

さらに、 これらの生き物が前世紀に狩り尽く

されて絶滅したことを知って衝撃を受けました。

その時、 一番強く感じた感情は、「悔しさJ
です。こんな素敵な生き物がいたのに、ほんの

少し遅くやってきた自分は、彼らにもう会う

ことはできないのです。環境保護だとか、動物

愛護だとか、そういった理屈ではなく、ただ彼

らと出会えなかった乙とが残念でな りません

でした。

テレビ局で働いていた頃、取材でべーリン

グ島を訪れる機会があり、海岸でステラーカ

わ

（ 

なきごえ 1・01.35(11い9999
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南米南部を原産地とする大型の醤歯（げつし）類。 川や沼の土手に巣穴を掘って住み、
水生植物を食べます。 後ろ足にみすかきがあって、泳ぎが上手です。
欧米などで、戦時中に毛皮用として飼育されたヌートりアが野生化していますが、

日本国内でも同様に野生化が確認されています。 （鑓影・文松岡秀和）

ヌートリア

ZOO INFO 

（サル目 ロリス科）

スロー口リス｜ぷその動きがゆっくりしているためこの名がありますが、ほかにも、ノロマザルと呼ばれたり、そのしぐさから道化
猿とも呼ばれます。インドや東南アジアにすむ本種は、夜行性で樹上にすむため、今まで砿んとか生きながらえてきたのでしょう。
しかしこののろまなさるに脅威はなくなったわけではありません。近年、密輸によって持ち込まれる頭数が多く、当園でも空港主主
どで没収されたものを、緊急保護としての預かりに協力しています。
写真のスローロリスは、今年3月、京都市動物園のご好意によりお譲りいただいたものです。

a ~~ ごえ roJ.:15 （川 l附
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スローロリス



島熊山は人と生き物の歴史を刻む山
島熊山は豊中市北部に広がるE陵です。万葉

の時代、 「玉かつま島熊山のタ晩（ぐれ）にひとり

か君が山道（じ）越ゆらむJと歌われたこの歴史の

山は、現在すそ野は住宅地に変わり、尾根筋が

千里緑地として残さ杓ています。標高50～

130メートルの山の尾根が、住宅地の中を緑の

回廊となって続いているので、す。

晴れた目、山の頂上に立つと、北は箕面連山

～五月山から六甲山まで見渡せ、西には遠く大

阪湾が光り、東に千里ニュータウンが望でき

ます。また、春先をいろどるコパノミツバツツ

ジの鮮やかな紅紫色、涼しい風を運んでくる緑

濃い夏の森、紅や黄に染まった秋の山、葉が落

ちた梢にすえ）の向とうに広がる冬の空など、 島

熊山はさまざま芯季節の表情を私たちに見せて

くれます。街中｛まち芯か）iこありながら、里山を実

感できる大切な場所なのです。

年l[司、初夏に現れるミズイロオナガシジミ
（雑木林でみられるチョウだが、都市では少なくなった）

。 なきこえ、ol.35(11).1999 

人聞にとって心安らぐ自然空間は、同時に古

くからこの地に棲（す）み続けてきた動植物にとっ

てもかけがえのない生活空間です。コナラ－ア

ベマキ コシアブラ ネジキ芯どの落葉樹と、

アカマツ ・ソヨゴ ・ヒサカキなどの常緑樹が混

じった雑木林は、野鳥や昆虫の宝庫にも芯って

います。渡りの途中羽を休めていく鳥、冬の問

やってくる鳥、そして一年中この森にいる鳥達

を合わせると60種以上、 またチョウだけでも

40種近く観察されています。里山の代表的な

動物であるタヌキやキツネも健在で、先日の調

査では、どんぐりを主食としているアカネズミ

も確認されました。大阪梅田の繁華街か5電車

で20分の地に、タヌキやキツネが閤歩｛かつぽ｝し

ているなんてワクワクしませんか。
ま吉，..白、

街中の自然ゆえの宿命一侵食される山
しかし、 都市部に残された山の宿命なのか、

年を追うごとに開発が進み、 生き物たちの生息

域は狭｛せば）められています。尾根から千里ニュ

ータウン側の30へクタ ルは大阪府の保全緑

地として残されているのですが、反対側は民有

地と公有地が入り組み、 開発が可能なのです。

私たちの会が発足してからの9年間だけでも約

6ヘクタール失われてしまいました。

最初は1991年の特別養護老人ホームの建設

でした。水場と湿地をつぶし、林を切り開いて

建てるという計画です。尾根部分は乾燥してい

るので、森の生命を養う水場は、どうしても保

全してほしいところでした。 この部分は避け、

近くの裸地に場所変更するよう要望し、署名活

イ、

~ (_ 

動も行いましたが、結局「設計図を変更して水

場と雑木林をできるだけ残す／建物が建つ場所

にある大きな木は移植して残すjことを条件に

着工が決まりました。

次は1994年の豊中市水道局の配水場建設で

した。島熊山は雑木林草地ー水場など変化に

富んだ地形です。予定地は広々とした草原で、

子ども達と一緒に、 j1；ツ夕を捕まえて跳'31距離

を競う

を聞きながらお月見宅Eしたりと、日頃から親し

んできた場所でした。話し合いの結果、「配水場

の大部分は地下に埋める／尾根側にある林への

影響をできるだけ少なくするために円形の建物

とし、勾配をつけずに垂直に切り取る工法とす

る／場内の調整池をビオトーブ池として作るj

となりました。現在ζの池から、 オオヤマトン

ボ－クロスジギンヤンマ・シオカラトンボ忽ど

が誕生し、タヌキやサギ類も訪れるようになっ

ています。

そして1996年には、大阪府の広域防災のた

めのヘリポート建設の話が持ち上がりました。

ヘリポート計画が起きた森と池

オシドリがやってくる池を埋め、ク口パイやサ

サユリの咲く谷を平らにして、 平常は公園に、

非常時にはヘリポートにするという計画です。

この時は「予定地は豊中に残された希少な自然j

「防災のためにこそ森や池は大切」「税金を無駄

使いせず、すでにある空港や公園を利用すべきJ
「住宅地の真ん中でヘリコブターが発着すると

二次災害の恐れがあるjと計画変更を求める大

きな運動となりました。地元の5つの自治会と

3つの自然団体が協力し、総計37.479人の署

名が集まったのです。ねばり強い運動が半年あ

まり続き、大阪府はとうとうこの地での建設を

あきらめました。さらに、この工リアを千里緑

地の中に組み入れるよう、今も大阪府に働きか

けています。

1998年からは、民有地でマンション建設が

始まり、尾根から片側は、山の姿さえ見えにく

い状態！こなってしまいました。

開発が進み、 山の面積が少左よくなるにつれて、

タヌキの交通事故死も目立つようになっていま

す。また、人家に現れてえさをねだるタヌキも

現れました。ペットの動物から皮膚（ひふ）病をう

つされてしまう恐れもあり、今後が心配です。

私たちの活動
私たちはこの間（白川、自然観察会と清掃ハイ

キングを毎月続けてきました。その中で、この

山に50種近いキノコがある乙とを知り、スス

キの葉で作った力ヤネズミの巣やタヌキのため

糞（ふん）も発見できました。

そして今年の4月からは、竹林の間伐（かんばっ）

にとりかかっています。干里のタケノコは有名

ですが、近年、手入れされなくなった竹林が雑

木林に侵出しているのです。3カ月で成長してし

まう竹は、いち早く他の木の樹冠をおおい、 光

をひとりじめして枯5してしまいます。さまざ

まな木や草で成り立つ雑木林だからこそ、生き

物でにぎわうのです。狭くなる一方の森に、よ

り多くの種類の生き物が棲み続けられるように、

これからも工夫を重ねていきたいと思います。

身近にあるあたりまえの自然は、ある日突然

なくなり、なく芯って初めてその価値に気づ、き

ます。地域の歴史を物語る身近芯自然に対し、

私たちはこれまであまりにもぞんざいでした。

気がついた5、共に生きてきた動植物を見殺し

にしていた、特色のないのっぺらぼうの町にな

っていた、ということのないよう、足元をしっ

かり見据問えていきたいと思っています。

（えきのぶこ）

止さごえ l'oi.:IS(11).19990 



ディズ二一ランド ・
アニマル・キングタム
サファリカーと遠望の
キリンフロリタの動物園を訪ねて

到着の直前に密猟者に見つかってしまいまし

た。密猟者はこちらに向かつて機関銃を乱射

してきました。パリパリパリパリと耳をつん

ざく着弾音が響き渡り、サファリ力ーは 目

散に現場を離れました。お客さんはキヤーキ

ヤーワーワーと大騒ぎです。

次いで 「密猟者を逮捕｜！安全は確保した」の

報に現場に戻ってみると両手を頭の後ろに回

した密猟者に銃を突きつけたレインジャーが

自に飛び込んできました。これはアフり力そ

のものです。アメリ力にい芯がらにしてのサ

ファリ旅行に、サファリ力ーを下りるお客さ

ん達は大満足で、した。

確かに密猟者を悪人に仕立てた単純芯勧善

懲悪物になっています。しかし、フォローさ

えきちんとすれば強烈なインパクトを持つエ

ンターテインメン卜が密猟の現実を知る良い

きっかけになるのでは芯いでしょうか。そし

て、そのフォローは後の展示の中できちんと

芯されているという印象を受けました。

ただ、あまりに優れた工ンターテインメン

卜の連続に全体の印象が動物もいるアミュー

ズメントパークに芯ってしまったことは否め

ませんでした。

メン卜かも知れませんが、虫の生活がよく分

かりましたし、何よりも入園客へのインパク

トは強烈です。

ま たサファリ力ーのライド（L.も驚きまし

た。乗客32人を乗せたサファリ力ーは

ぬかるんだ悪路を左右！と大きくかしぎながら

進みます。（もちろん演出で、道はわざと口凹

に舗装され、その上を泥水が覆っています。
あいきょう

「 よく見るとマンホールが見えたのはご愛婿で

した。）

途中、ドライパーはレインジャ と無線で

交信し芯がらサファリ力ーを進めます。 ドラ

イパーはアメリ力人むので話す英語はアメリ

力英語ですが、 レインジャーはアフリ力人と

設定していますから彼が話すのはアフリ力説

りの英語、と凝っていて臨場感を高めてくれ

ます。

まさにアフリ力でのサファリそのままに、

左右に現れる動物をちらちらと見芯がら進ん

で行くと突然、レインジャーから緊迫した応

援要請の無線が飛び込んできます。「現在、密

猟者と応戦中！！大至急応援を頼むI！」 その叫び

声の後ろでは銃声が聞こえます。ドライパー
たい 13

は叫びます。「皆さん、密猟者逮捕にご協力願

えますか」乗客は一斉に答えます。 「イ工一！！」

乗客の同意を得て、サファリ力ーはスピー

ドをよげ、現場！こ急行します。しかし、現場

直・~ isney's Animal Kingdom 
圃fl'デ｝ィス、ニーランド・アニマル・キングダム

r: owry Park zoological Garden 
也a口ーリー ・パーク動物園

昨春オ ブンしたばかりのディズ二一自慢

の動物園です。早朝7時の開園芯ので1〔〕分前

にはゲートに到着したのですが、もう 100人

余りもの人が並んでいました。 f、
ゲスト受付で特別入場ステッカーを貼って I 

もらい、ますガイドブックの指示どおり「イ

ツツ・タフ・トゥ ピ－ －アパグJへ。 30

映画です。「虫はつらいよ」とでも訳しましょ

うか。この映画、単芯る30映画では芯く五感

lζ訴えるスグレモノでした。

日 頃人聞にい山れている虫が怒って

観客に向かつて大きな石を飛ばしてきま

す。すると30でその石が飛び出てくるだけで

はなく、石が飛んでくる風圧までが感じられ

るよう、顔をめがけて突風が吹きつけます。

怒った力メムシがおならをすると例の匂いが

場内にたちこめます。怒ったシロアりがこっ
を

ちに向かつて蟻酸を飛ばすと液が画面から飛

び出してくるだけではなく実際に水が顔にか

かります。 ＼ 

怒った虫が「おまえたちにも俺たちがいつ）

前日のブ、ツシュガーテ、ンで感動した私は同じ

市内にある市営のこの動物園には、情報がほ

とんどないせいもあり、あまり期待していま

せんでした。しかし、入ってすぐパビルサを
見つけました。ワシントン条約付属書Iに属

する希少なイノシシの仲間です。ついでモウ

コノウマ、アラビアオリックス、コモドオオ

卜力ゲ、インドサイと珍しい動物が続きます。

まさか乙ん芯希少な動物が飼育されていると

は思ってもい芯かったので‘本当に驚きました。

しかし、その驚きもアメリ力シロヅルを見つ

けた時に最高潮に達しました。希少さから言

えばこのツルは超横綱級です。まさかこの動

5おわりに

かけ足で印象記を綴りましたが、ここに書け

なかった動物園や水族館でもさまざま在感動

を得ることが出来ました。この感動を与えて

くれた各動物園や水族館に感謝すると同時に、

これからの天王寺動物園での展示にこの感動

を活かしたいと考えています。

（飼育課長瀬

日こ之、。l・：15(l J ). I捌＠

健二郎）

8、9ページのグラフもあわせてと覧下さい。

もかけられている殺虫剤をかけてやるリとス

プレー缶のボタンを押すと画面から勢いよく

スモークが噴出します。

最後に案内役の虫が「イモムシがお客さん

の席の下でサヨナラを言ってます」。と言うと

本当に下｜こイモムシがいるように席が波打っ

て動きます。

視覚、触覚、唄覚、聴覚に訴える、これら

一つ一つのシーンがとてもリアルなので、そ

のたびにお客さんは思わず悲鴫を上げて、席

からお尻を浮かせます。場内はキャーキヤー

ワアーワアーすごい反応でした。

動物園にふさわしく芯い、エンターテイン

した。朝日に輝くアメリ力シロヅルの神々し

いまでの美しさが心に残りました。
~ の動物園は地元の希少動物の繁殖展示に

ιー も力を入れており、フ口リダピューマ、

フ口リダア力オオ力ミ、フロリダハクトウワ

シとたいへん珍しい地元の動物がこれでもか

これでもかと次々と展示されていました。

また、釣人が残した釣針や釣糸のせいで傷

付けられ飛べ芯くなって保護された力ッショ

クペリカンやアジサシが展示され、こういう

理由で、この鳥たちは自然界｜こ復帰すること

が出来ない。市民の方々の一層の注意を喚起

したい、旨の説明がされていたのも印象に残

りました。

。 在きζ ぇ、。1.35(11).1999

物園で飼われているとは思ってもいませんでロ
ー
リ
｜
・
パ
ー
ク
動
物
園

希
少
芯
ア
ラ
ビ
ア
オ
リ
ッ
ク
ス



ヨ固リ旬。）動物！ 号
訪ね~r－ 愈

f lorida Aquarium 

「awryPark 
Zoological Garden 

isney’s 

フロリダはまぶしいまでの先に満ちあふれでい
ます。動物たちもその光を浴びて、元気いっぱ
いに輝いていました。光が十分あるせいか、掃 除

った写真も心なしかいつもよりうまく操れたよ
うな気分になりました。

飼育課：長瀬健二郎

,.dイ側
Florida 
Aquarium 一 一

凋nimalKingdom 

？持き~；~：三言 ・

Lowry Park 
Zoological Garden 
・・E副c::n~電量ij)jJ:~l[-3・

＆まさか飼われているとは知ら広かった
アメリカシロヅル

。 在き ごえ Vol.35(I I). I D!J!) 

＆売店のガラス起しに泳いでいる I a遇り銭け鳥舎に置かれていたパウチでカバーされた
マナティーを楽しむことができますl 鳥種譲別カード

4立ち上がって木の棄を食
べようとしているゲレヌク。
これもアフリカそのままの
風景です

’偶然、試験開園されていたマハ
ラジャトレイルのトラのプレート。
いかにも、の雰囲気です

男子用トイレには
、 動物のオシッコに関する
＼質問が書かれていました。

1 .ぞう~lt,Ci、おしつこ IJ
包日とnく内レ？？

2. 
矛ilつこ扱：l.JL小
♂ょうをうやLた内
とつ下、η・勝つη・包？

4答えは洗面所に警かれていましたが・。
女子用のトイレの問題は残念忽がらわかり
ません

Disnevら
Animal 
Kingdom 

腫彊幽

血ワオキツネザルのネームプレート。
キツネザルの一人称で脅かれています

企図の中心にある「ザ・トゥリー・オヴ・ライフjは
生命の樹と呼ばれています。

なき ごえ、ol.35(II). I !l日目 。
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桶品岬制政
ぎ(1〕二d 勾ナ力川’力，，x.。
ピノ長＼，＼首（乙川でんな瀬

互し1 人－~幻ゥ：＇.. l ）性格主持匂下乙咋＇／...。

e亘以虫ニューギニアナガクビガメ
ニューギ二アにすむこの力メのチャームポイン卜は

何といっても人なつっこさと、この顔。 園田・・・・園町、
ウソやと思う人はぜひ実物を見に来てください。いつ ・

も僕はマジで笑ってます。つらい事があった時もこの ！ 
顔で無心に餌（えさ）をねだられると、つい笑ってしまい ー
ます。ただ、あまりおなかをすかしていると差し出す ’ 

ものは何てやも餌だと思ってるみたいで－－－－－。

そういえばこのコーナー、 力メの話ばっかり続いて

るなあ。次回からは他の動物たちも紹介したいと思い

ます。 ( （拾し亡いつまで続くめか弱？？ 〉＝〆

⑪ なきごえYol.35(11). I捌
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9/2 

9/3 

9/6 

9/10 

9/12 

9/14 

9/15 

9/17 

9/20 

9/22 

・今年1}1化したシュパシコウの幼鳥を
捕獲して、識別のためのリング（脚環）
をつけました。 レー‘

・ラク夕、のメスの
ミルがカラスに
背中をつつかれ
てケガをしたた
め、放飼場に力
ラス避｛よ）けの力
ラスの形をした
模型をつるしま
した。

・保護されていた力ワセミやアマサギ
などの7種 10羽の野鳥の状態が回
復したので放鳥しました。

・ワシントン条約違反で関西国際空港
で保護されたモンキヨコクビガメと
ムツヨコクビガメが入園しました。

．ベ二イ口フラミンゴのオスが敗血症
で死亡しました。とのオスは、 20
年以上前に来園した個体です。

・隈（は）虫類生態館
アイフアーのふ
卵機でニューギ
二アナガクピガ
メが3頭生まれ
ました。

・シュパシコウの雌雄各1羽と、コサ
ギ15羽を秋田市大森山動物園に贈
りました。

・敬老の日に長寿動物の健康をお祝い
するため、 「ゾウの春子にリンゴの
プレゼン卜」の催しを予定していま
したが、台風接近のため中止になり
ました。用意していた果物は、ゾウ
の春子、ユリ子、チンパンジーのシ
ユジーにプレゼントしました。

eJICA（国際協力事業団）主催の研修が
圏内で行われました。海外からの参
加者に対して天王寺動物園の歴史や
新施設の説明が行われました。

・当園獣医師による動物園のおじさん
のお話“野生動物の治療”を開催し
ました。

・動物愛護週間を記念して26日まで
の問、圏内で無料動物相談コーナー
を開設しました。ペットの相談には

E玄Jil理司・
・動物のお話 内容・日時

l l月13日（土） サイさんの一日
14臼（日） 動物不思議発見
20日（土） 動物君たちの餌
21日（日） 慶沢圏ウォッチング
27日（土）は虫類生態館の裏表

12月 4白（土）
5日（臼）
11日（土）
18日（土）
25日（土）

場所
参加方法

天王寺動物園レクチヤールーム
会場に来られた方、先着60名

9/23 

9/24 

9/26 

大阪府下で開業している獣医師と当
園の獣医師があたりました。

・（社）大阪動物愛
護会主催の動物
総合感謝祭が圏
内で開催されま
した。この一環
として、動物慰
霊祭も行われ、
動物代表として
スローロリスが
献花しました。

・台風接近のため、ふだんは昼夜とも
鵬司場で飼育しているフラミンゴを、
鳥舎内に収容しました。

．ブタオザルが1頭生まれました。

・~ （は） 虫類生態館アイファーのパッ
クヤードでヒョウモントカゲモドキ
が1頭生まれました。

・洋上で海上保安庁に保護された卜ピ
が1羽運び込まれました。

動物ビデオ放映
動物園裏側ウォッチンク、
コアラ君の一日
動物ビデオ放映
クマさんの一日

I訂正とおわび！ なきごえ1999年10月号の2ページ、ニューフェイス「チョウセンオオヲカjの鋭
明文中の2行目「猛禽類とは、ワシゃう抗力などを肉食するjは、I猛禽類とはワシゃう言力など、肉
食する鳥の仲間jの間違いでした。訂正とともにお詫び申し上げます。

なきごえ V川 5(11).199!) UJ 
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堀由
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。
・切替はファインタ‘ーも連動、見たままのフレームでパチリ。
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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 ⑥限定1000部

狼と犬と絹の生態を研究し、動物文

学をはじめてt止に紹介した平岩米吉

の波I闘に富んだ創造性豊かな生涯を

娘の限から深く描く。

l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。

惇手「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同は必要〉

・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~νカード（限定販売）
好評発売中￥800(50度用）

平岩米吉の本

狼 その生態と歴史 犬の行動と心理
2,600円＋税 ⑨4席I) 2,000円＋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刷 2,000円＋税 2,200円＋税

動物文皐復刻版［全10巻＋脳・索引
174,757円＋税 ⑨限定300部（分売不可）

南方熊摘、柳田国男、 小川未明… ・・鋒々たる執筆障が数々

の作品 ・論考を寄稿し発表した幻の戦時中資料。

天王寺動物園の本
入園の記念・手引に・・・

オールカラ－

500円

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6-74ft(06)6771-0201 
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TEL 06-6 771-0973 
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近後 コカ・コーラ ポトリング繰式会社
附NKICOCA・COlA BOITLING CO. LTO ＜コヵ・コーラ指定舎社〉
c。eaC。laとc。kelH同 Coca・ColaC0<明田町田量”商憶です

お食事・飲もの・おみやげ

，
 

e
 ・

電話（078)221 8195~問

全国動物園水族館御用達

ふ
一品

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（34f重1枚もの）要郵便券250円

Jll ::±: 
t=t 有限会社

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

s .. 事正主主tiiE切目・，＇；，！，:.a

、
ノ

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

6ζ 

関西特機株式会社

電話06-6762-2333

1回 30円圏内、主要動物会
30数カ所にあります
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カルシウムを摂るなら牛乳や乳製品カ可里想的．それは、牛乳のカルシウムlふとても体

」 2 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

ムの置を600mg（成人1日あたりの所要量）までアップさせた、雪印毎日骨太白目本人

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， ／ 守 、

雪印毎日骨太 ＠ 

・・・E璽哩彊:mmi四冨四回iil1t宿禰圃圃圃

。愉腺！と
/V  1乞のしめ§

。圏内2力所（中央デッキ下・

南園高架下）に、各種のりも

の、があります。

久竹娯楽株式会社
TEL(06)4397・0100（代）

南国高架下
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