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伴侶動物のいる老人ホームの生活
ロちゃん、もう一匹は身体が小さいからチィ

ちゃんと名前をつけたのj「シロちゃんは雄、

チィちゃんは雌なのJr餌を食べている猫を

見ていると頼ってくれているんだなと思うのj

「また猫を見ているとね、気が落ち着き、モ

ヤモヤとした気持ちもおさまるのよJ「助け

られているところがあるのよねJとベッ ドで

臥床（がしよう） したまま楽しそうに話をしてく

れたFさんの姿の中に、猫がFさんの心の中

に溶け込む何かを持ち合わせ、不思議な交流

が生まれることによって、単調になりがちな

ホームの生活に変化をもたらし、時として沈

みがちな気持ちを癒（＼、や）してくれている存

在なのだと思いました。

常 日頃身近に接する職員として今後も

信頼感に基づく安定した人間関係の

中での援助と心の支え（心の杖）になってくれ

ている動物との関わりがあいまって、高齢者

の生活が豊かになるよう支え、見守っていけ

たらと思っています。

（すぎやまよしあき）

Cover紛Watching

ホオジロカンムリっかレ
ツル自 ツル手ヰ Balearica reg11/or11111 

___L.. 甲連山の東端におわんをふせたよう

p、 な形をした小さな山があります。西宮

に住む人たちに昔から親しまれている山、 『甲

山Iです。 この老人ホームはその西の山す

そにあり、イノシシ、タヌキといった野生動

物、メ ジロやヒヨドリ等の山野の鳥や野良猫

がホームの近辺によく現われ、ホームで生活

している高齢者の方のなかには親しい人に

会えたかのようにとても嬉（うれ）しそうな表

情を見せながらイノ シシや野良猫に餌を与

え生活をしています。

野 良猫に餌を買い求め世話を始めて数

年がたつというFさんのお話しに耳を

傾けてみました。

「初めのころは、ミケのミーコが一匹で餌

を食べに来たの。そのうちこどもを産んで、

ミーコは子猫の寝間に餌を運んでいたが、少

し大きくなったころに餌のある所に連れて

きて、いまでは一緒に食べているのよJ「子

猫は三匹産まれたみたいだが、 一匹いなくな

り、いまは二匹。一匹は毛の色が白いからシ

｜円一一です…ンー徴で
多くのカメラマンのモデルになることがあります。

（撮影文大野尊信）

なきごえ川州6).20000 

( 

サル科）

4月ll日に生まれました。男の子です。人工捕育をしています。公開は未定ですが

順調に育っています。 （撮影・文 ：大野尊信）
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トキが舞う日

はじめに
平成11年5月21日、午後3時30分。佐渡ト

キ保護センターで1羽のトキのヒナが誕生しま

した。 佐渡で最後にヒナが生まれたのが昭和

49年ですから、実｜こ25年ぶりになります。も

ちろん飼育下でのヒナの誕生は日本で最初にな

りました。そこで、ヒナの誕生から今日までの

様子と、佐渡トキ保護センター及び中国のトキ

の現状について、そして最後にこれからの課題

について紹介したいと思います。

トキ『優優』の誕生
平成10年11月に中国の江沢民主席が来日し、

日本国民への友好の証として、 トキを1つがい

1999年5月21日ふ化直後のヒナ

贈呈されることになり、翌年1月30日、中国か

う雪の積もる新潟に到着しました。

贈られたトキの名前は「友友J（ヨウヨウ、♂）
と「洋洋J(ヤンヤン、♀）と言って、 3歳になる

若いつがいでした。時期がすでに繁殖期に入っ
ているため、最初の年の繁殖はむす力、しいかも

しれないと思いましたが、意外とすんなり環境
になれてくれました。

トキは通常、 1回の産卵で1日おきに3個か5
4個の卵を産みます。今回は予想より少し遅れ

て4月22日に第1卵、 4月24日に第2卵を産卵

しました。しかし、その後産卵が止まり、 4月
28日には、突然1つの卵を巣の外に放り出して

しまいました。そこで、すぐに残った卵を巣か

う取り出して瞬（1NW~器に入れることにしました。
検査したところ、残った卵は有精卵であること

が分かりほっとしました。

。 同日、。1.:16(G) .2000 

佐渡トキ保護センター 金子良則

その後、 2個の卵を生みましたが、 1つは途中

で発育が止まり、もう1つは無精卵でした。た

った1つの卵にみんなの期待が集まりました。

5月20日の未明には「）＼シ打ち」といって、

卵の中のヒナが卵を割り始めました。そして、

36時間後にようやく這｛は）うようにして卵か5
出てきました。日本で初めての人工僻（ふ）化によ

るヒナの誕生です。センターの周りでは大勢の

報道関係者が集まって、今や遅しと待ちかまえ

ていました。

今度は生まれたヒナを立派に育て上げなけれ

ばなりません。 トキのように晩成性（いわゆる

赤子の状態で生まれる）のヒナは育てるのが大

変です。温度と湿度に気を使いながら、餌は中

国で成功している餌とトキセンターでトキ類の

ヒナ用に開発した餌を組み合わせて与えました。

こちらの心配をよそに、ヒナは順調に育ち、 1か
月後には体重もほぼ親と同じくうい（l.300g) 
になり、 46日目からは飛べるようになりました。

餌も流動食1J1S親と同じ生きた ドジョウと人工

問料に変えていきました。

残った課題はヒナの命名と性別の判定でした。

環境庁では、全国の小学生のグループから名前
を公募することとしました。その結果、大きな

反響があり、 全国から1万1千通を越える応募

が寄せうれました。その中から、名前は 「優優」

（ユウユウ）に決定されました。また性別判定では、

掻け落ちた羽根を使ってDNA鑑定したところ、

雄と判定されました。

現在「優優Jは順調に育ち、両親の隣のケージ

で元気に飛び回っています。来年には中国から

お嫁さんをもらって繁殖することが期待されま

す。

。

佐渡トキ保護センターの飼育ケージ

佐渡トキ保護センターの概要
佐渡トキ保護センターは昭和53年に文化庁（現

在は環境庁）と新潟県によって設立されました。

場所は佐渡の新穂（にい町村の人里から離れた山

中で、野生のトキの餌場だったところです。そ

こで野生のトキの生態の観察・調査と共｜ζ傷つ

いたりしたトキの保護・飼育を目的に建設され

ました。

太平洋戦争後、野生のトキの数は一時4羽に

まで減りましたが、保護対策によって、昭和47

年には13羽まで増えました。しかし、その後は

減少の一途をたどり、 昭和58年には最後に残

った5羽を一斉捕獲し、 トキ保護センターで繁

殖を試みることになりました。センターでは動

物園を始め多くの機関の協力により、様々な努

力を続けましたが、 トキを増やすことはできま

せんでした。

平成5年には、新しいセンターに移転しまし

たが、 2年後には日本産最後の雄の「ミドリjが

中国の雌のトキとベアリング中に死亡して、日

本のトキの血統が絶えることが確実になりまし
た。

現在、 日本産のトキは高齢の「キンJ（メス

33歳）だけになってしまいました。しかし、日

本のトキも中国のトキも同じ種（学名二ッポニア－

二ツポン）ですから、 中国と協力してトキの繁

殖を進めています。

申国のトキの概要
中国でも一時は絶滅したと思われていました

が、 1981年に陳西省｛ぜんぜいしょう）の洋県｛ょうけん）

という山村で7羽のトキが再発見されました。

ちょうど日本では最後に残った5羽のトキを一

斉捕獲し、日本から野生のトキがいなくなった

年でした。

中国では、 日本の経験や失敗を参考にして、

野生での保護を最優先としています。その結果、

7羽から現在では約100羽にまで増えました。

さ5に、北京動物園や現地洋県にあるトキ救護

飼養センターでは飼育下での繁殖に取り組んで

いて、現在では北京動物園で22羽、救護飼養セ

ンターでは75羽を飼育しています。

今年も野生では25つがい、 救護飼養センタ

ーでも20つがいが繁殖しており、 個体数は順
調に増えています。

1997年4月 中園映西省洋県の三白河村の
野生のトキ。 4個の卵を抱卵している

今後の課題
世界で唯一トキの生息する中国でも、野生で

は1地域、飼育でも2か所に集中しており、伝染

病や災害によって全滅する可能性もあります。

そこで危険分散のためにも、佐渡を始め、さら

に数か所で飼育し、繁殖個体の維持と交流が必

要になってきています。

私たちの最終目標は、 トキを再び野生に帰す

ことです。そのためには、 トキの数を増やすと

同時に、 トキの住める環境を回復しなければな

りません。時間はかかりますが、問題をーっす

っクリアしていけば、佐渡の空にトキが舞う日

もそう遠い日ではないと信じています。

（かねこよしのり）

今年のトキ繁殖経過 （平成12年5月26日現在）
今年は第1回目の産卵が4月9白から13日にかけて3個みられました。全てふ卵器に入れ人工13＼化させたとこ

ろ、うち1つは無精卵でふ化しませんでしたが、 5月8日には1羽目のヒナが、 2日後の10日にld:2羽目が無事
13＼化しました。この2羽のヒナは人工育雛（いく苦う｝で順調に育っており、まだ歩くととができませんが、体重は
もうlkgにもなりました。 2回目の産卵は4月25日から始まり、 4個の産卵がみられました。 5月8日に検卵し
たところ、 4個とも無精卵でした。 その後、 3回目の産卵が5月19日から21目、 23日と2日間隔でみられて
います。親にまかせるか、人工膏雛で人の手で育てるかは、現在検討中です。
今年も順調に育ってくれることを願わすにはおうれません。

日日 ＼＇ol.36(6).2000 0 



「ツル」といえば、北海道にすむタンチョウ

を思い浮かべる方が多いと思います。頭が赤、

首が黒、からだが白の大変美しい鳥です。掛け

判！などに画かれているツルは、まずほとんどが

タンチョウです。しかし、日本では他のツルも

見ることができます。日本で最も多く見るとと

ができるのは、ナベヅルというツルです。ナベ

ヅルはツルの中でも小型の種で、からだの色も

鍋の底のような色と言われる灰色をしていま

す。タンチョウに比べると、あまり見栄えのし

ないツルかもしれません。しかし、天王寺動物

園では今ナベヅルの繁殖に力を入れています。

ナベヅルは、ツルの中では多く見られると言

いましたが、ありふれた鳥で、はありません。ワ

シントン条約で最も厳しく取引が規制されてい

る希少動物の一種です。夏にシベリアでこども

を育て、冬を越しに日本にやって来る渡り鳥で

す。国内で毎年この鳥が見られるのは鹿児島県

の出水市周辺と山口県の熊毛町八代の2カ所だ

けで、これらの地域では特別天然記念物に指定

されています。天王寺動物園では、この種の国

際血統登録を担当し、繁殖計画を策定していま

す。世界中の動物闘で飼育されているナベヅル

の戸籍簿のようなものをつくって管理し、「血

が濃くなるjことを避けるように縁組みを考え

るのです。残念ながら飼育されているナベヅル

の繁殖成績はよくありません。今はまだ人聞が

飼育し、増やすことが難しい種です。幸いにも

天王寺動物園では一昨年、昨年と繁殖に成功し

ました。この調子で繁殖に力を入れていきたい

と考えています。

今回、ナベヅルを訪ねてあちこちをまわりま

した。各地の様子を簡単にご紹介しましょう。

昨 年11月にアメリカの国際ツル財団を訪ね
ました。国際ツル財団はツル類の保護、

増殖に取り組んでいる組織です。ここでは繁殖

。 止に幻ol.:!ti(!i).2000 

ナベヅル紀行
←天王寺動物園で2年前！こ，3，化したナベヅルのヒナ

のために多くのツルを飼育しています。また、

野生のツルの保護にも深く関与しています。乙

こには、今後のナベヅルの繁殖計画について打

ち合わせをするために訪問しました。国際ツル

財団の施設はシカゴからパスで4時間ほどのと

ころにあります。春から秋にかけて施設の一部

米国にある国際ツル財団の「クレインシティーJ。
飼育施設が遠くまで連芯っています

を一般公開していますが、訪れたときはシーズ

ンオフで、ビジターセンターなども閉鎖されて

いました。公開施設とは別に、クレイン －シテ

ィーと呼ばれる広大な飼育施設を持っていま

す。ここで多くのツルの繁殖に成功しています。

決してお金がかかっている豪華な施設ではあり

ませんが、ツルの飼育に関してこれまでに蓄積

されたノウハウがあちこちに活かされていま ‘ 
す。最も力を入れているのがアメリカシロヅル 」ノ

です。この種は一時わずか十数羽にまで減少し

てしまいました。絶滅まであと一歩のところま

で行きましたが、飼育下での繁殖が進められ、

野生復帰の段階にまで漕ぎ着けています。ここ

ではナベヅルの繁殖にも成功しています。毎年

のように数羽のヒナがふ化しており、今後の繁

殖計画を考えても重要な拠点です。

12月には山口県熊毛町八代を訪ねま山
瀬戸内海に近いと ころにある、それほど

大きくない盆地です。ツルの保護や研究に携わ

る人たちの「日本ツルネットワークJの会議に

参加するために訪問しました。八代では江戸時

代からツルを保護してきたそうです。その甲斐

あって、現在では毎年ツルがやって来る飛来地

としては本州唯一の場所となっています。し

かし、年々その数は減少しています。終戦時

には200羽近くが冬を越していましたが、乙こ

数年は20羽前後となっています。ツルは両親

と、前のシーズンに生まれた 1羽から 2羽の

幼鳥で家族をつくり行動します。今回訪問し

たときには、 4家族16羽のナベヅルが滞在して

いました。何とかツルの飛来数を減らしたく

八代の小学生による鶴の舞い

ない、さらに多くのツルに八代で冬を越して

もらいたいという地元の人たちの気持ちは強

く、給餌や立入禁止区域の設定はもとより、

ツルが毎晩寝床とするねぐらの整備や、ツル

を呼び寄せて安心させるためのデコイ（ナベ

ヅルの実物大の精密模型）の設置も行ってい

ます。会議にあわせてツルの慰霊祭も行われ、

小学生が 「鶴の舞jという踊りを披露してく

れました。このような熱意のおかげで、これ

まで毎年ツルが冬を越す地として八代を選ん

できたのでしょう。しかし、困（ほ）場整備など、

開発の波はこ こにも徐々に押し寄せているよ

うです。

hr年の 2月終わりに、鹿児島県出水市を訪

－， ねました。鹿児島から北西に車で3時間

ほどの、海沿いにある町です。今回は、ナベ

ヅルの遺伝的な調査を行うために訪れました。

ここはおそらく世界中で一番人口密度ならぬ

ツル密度が高いところでしょう 。 l万羽以上

のツルが出水市周辺で、冬を越します。ナベヅ

ルが最も多く、 7-8割を占めます。残りの

ほとんどがマナヅルで、ごく少数ですがクロ

ヅル、アネノ1ヅル、ソデグロヅjレなども見ら

・rlllnimalr・ 1
飼育課高見一利

出水の給餌場のようす。 ナベヅルとマナヅルが見られます

れます。ことでも人が給餌を行っており、冬

場は広い干拓地がツルのために借り上げられ

ます。給餌場に集まるツルはラッシュアワー

の地下鉄車内さながらにひしめき合っており、

その光景は圧巻で、す。毎日多くの観光パスが

給餌場の前の観察センターにやって来ます。

ツルは観光資源としても重要な役割を果たし

ているのです。出水で冬を越すツルの数は

年々増加しています。中国や韓国にある越冬

地が開発によって減少していると聞きますが、

そのために出水に移って来ているのかもしれ

ません。近年では世界中のナベヅルの9割以上

が出水に集ま ってきています。万一ここで伝

染病などが発生すると、ナベヅルの存続にと

って壊滅的な影響を与えることが心配されま

す。多くのツルが集まっているといって喜ん

ではいられません。自然な状態でないことは

確かです。

野 生の…レ地な状態で安定して
生息できれば、それに越したことはあり

ません。しかし、 日本で2カ所しかない生息地

である八代、出水ともに、手放しに安心でき

る状態ではありません。動物園が今後、との

種のために貢献できるよう飼育技術を高め、

研究を進める必要があると感じています。天

王寺動物園では今後も積極的に関与したいと

考えています。

抗日川：16(6).2000 0 



ワ乙lま天王寺動物園内にでき尼畏空間

骨？リカのサバンナにある

立諮問会開きまし尼
カメラの同意t~c乞干し~ガ？
でl志、出韓しましJ:.フ。

この春、新しい動物展示ゾーンが完成しました。

アフリカサバンナ区草食動物ゾーンです。ことでは、

キリン、シマウマ、工ランドやダチョウなどの

大型動物をはじめ、フラミンゴ、マングースなどを

ご覧いただけるととになります。

ただ今、動物のヲ｜つ越し作業や、動物を新しい

環境に馴うす練習を進めています。オープン間近

のサバンナゾーンを一足お先にご案内しましょう。

飼育課高見一利
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皆さんは、自分が1力月にどのくら
いの食事をとっているか知っています
か。
私も自分自身1日に食べている量す

ら知りません。しかし、動物園で飼育
されている動物の場合は、その担当者
によって、 健康管理のために毎日の工
サのメニューや量がきちっと記録され
ていたりします。
アジアソウの場合、大きく分けると

人間と同じように、朝、昼、タと1日
3回工サを与えます。朝とお昼は、牧
草をそれぞれ5～10kgずつ与え、夕
方に各ゾウが自分の部屋に帰ってから、
主な工サを与え、時間をかけてゆっく
り食べられるようにしています。その
内容としては、サツマイモやジャガイ
モ、ニンジンなどの根菜にんさい類や、
干し草、ササ、ゾウ用の人工飼料など、
毎日十種類ぐらいのものを与えていま
す。それ以外にも、ゾウのお腹の調子
が悪い時には繊維質の多い木の枝や葉
を与える時もあります。

また、冬期の寒さ対策として、 11 
月頃から次の年の3月頃まで、米ぬか
を与え、体力と脂肪をつけさせ、寒さ
に耐えることが

きるようにし
ていま

-...., ' 
S>~‘ -r.:i, 

~や
~ ，U} 

、、予T毛、ち三へ可

一一
?u ？な吟（~是手＞•

カ向。‘餌えさめ量

単位 kg 夏 朱

'99.8月 ’00.1月
一

サツマイモ 300 ’310 
ジャガイモ 390 403 

ニンンン 210 217 
リンゴ 155 155 

干し草（スーダン） 285 530 
牧 草 621 t 630 
人工飼料 49.6 73 
白 菜 293 一
広 島菜 28.5 一
サ サ 7.7 6.9 

カシの葉・枝 4.5 4.5 

フルー餌ツ 2 2.4 
ねり 一 96.2 

合計 2346.3 2428 

さて、最初に問いかけた食事の量についてですが、当園のゾウの体重はお

よそ4,000～4,500kgあり、1日にだいたい80kgほどの工サを食べます。そ

して、1カ月では夏と冬で多少の遣いはありますが、2,500kgほどの量を食

べます。 ゾウのスケールの大きさがおわかりいただけましたか。

（飼育課： ;m家謙二）

¥Ii)>'Hごえ、ol.36(6).2000 
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。（ 

4/8 ・当園飼育係によるお話“艇は）虫類生
態館の裏表”を開催しました。

4/9 ・園長によるお話“動物不思議発見”
を開催しました。

4/10・昨年生まれのグラントシマウマを広
島市安佐動物公園に移しました。

4/11 ・シシオザルにオスの子供が1頭生ま
れました。親
が面倒を見な
かったため、
人工晴育を行
うことになり
ました。

L、圃d圃f皐 畠

・ラ
4/14 

4/16 

4/17 

4/22 .ヒツジのオス

が死亡しまし
た。老齢のた
め数年前から
足腰が弱って
いましたが、今年に入っても多くの
子供を残してくれました。

・当園間育係によるお話”コアラ君の
一日”を開催しました。 ‘ ’ 

－！這j宇置c..- -~百
O第26回サマースクール生徒募集中 間附憎罰

（募集期間 6月30日まで） f・再思~

対象小学4～6年生（2臼間連続で釧できる方） ·~ 
日時第1組 7月20日（木l21日（金） ’ ' 

第2組 7月22日（土）・ 23日｛日｝ 占主 畠屯

第3組 7月25日｛火） ・26日（水3 E緬制悶匝E
いすれも午前9時30分～午後3跨 圃・・園田園昌也E・6

定員告組60名（告学年20名）計180名 ・聞・・E掴E圃圃圃E
申し込み ~－＇＂.：.＂＇哩~l哩
往復はがきに参加希望の組住所氏名保股 幽孟r.J~
者氏名年齢性別電信番号学校名学年を 園開岨且11園陸堕贋

記入のうえ、下配まで.1 i&c1航コcl~？：＝し嗣 臨邑~’
干543-0063大阪市天王寺区茶臼山町1-108

天王寺動植物公周恩務所 fワマースクールJ係

0天王寺公園・動物園写真コンクール作品募集中
（募集期間 8月31固まで）

4/22 

4/23 

4/24 

4/27 

4/29 

・大阪信用金庫から寄贈されたクロサ
イのブ口ンス・製王子号メントの贈呈
式が行われ、お披露目されました0

・ヒョウモンガ
メカ＇2頭生まれ
ました。

．ク口ヅルのメ
ス1羽が名古屋
市東山動物園
から贈られて
きました。検
疫が終われば

ツル舎にいるオスとペアを組む予定
です。

・~虫類生態館アイフアーでアオ八り
トカゲが14ii.貫生まれました。アオ
J lリトカゲは、母親のお腹の中で1)1

化する卵胎生（らんたい削 耕却です。
・兵庫県立コウノ卜リの郷公園より増
井園長他1名が来園しました。

・「春の動物と花のフ工スティパル2000J
がスタートしました。5月5日まで
の連休中、クラフ卜教室、レクチャ
一、動物相談、ステージショーなど
さまざまなイベントが催されます。

7 す『動物君たちの一日J朝の展示から夕方の収容までのふだん
見られない俊子を．ビデオで担当飼育係がお話をします．

月 7月四は）チンパンジー君の一日

庁、 7月29日（土） ゾっさんの一日

福 合「的映画放映J日本音ni!iの的切の放映
7月1日｛土） 7月15日（土）

し 合「獣医さんのお話J 7月16白｛目）
．場所・天王寺島物園園内レクチヤールーム先着60名偲 入場無料
．筒問：午後l時30分

女群しくは天王寺動借物公園事務所までお問い合わせください．
(TEL 06-6771-8401) 

日江川.36(6).2酬＠



愛ある暮し、応援します；

近鉄百貨店

ース

マ:as”の旗、:ll・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

仲宗）増田食品 ~~持~f67慢げ63~

l 

／ ’4 
ADVANCED 

Gぞ；：r::.ミ
FUJI COLOR 2－，川ユー

雲監i!)A~リム
-'!1：；主恒.z'IJllJ'l'(J;;;J：；－ーー

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嘗0

・スーパ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。
・APSフィルムだからインデックスプリントも。

調，:IG>＇文林
・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］ ⑥新刊

3,500円＋税 ⑥限定1000部

狼と犬とfili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聞に富んだ創造性豊かな生涯を

娘のUN.から深く描〈。

叶夏の旅の担、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 その憾と削 犬の行動と心理
2,600円＋税 ⑨4節目 2,000円＋税

犬と狼 私の犬
⑨2 lil~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円十税

動物文撃復刻l版 ［全10巻＋悩 索引］
174,757円＋税⑥限定300部（分売不可）

南方熊楠、柳問国男、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。

＠築地書 〒l似ー脚5東京都中央区築地7-4-4-20I TEL03-3542・3731FAX03-354 l-5799 （発送料一削門）館⑨ご

貸出用「・んiI I Z一土~lA-1: 回ビデオ！栄しい八土寸動初国」
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。

コアタテν;t~：ノカード（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・・・

品ょ仕切
オールカラー

500円 圏内売店にあります。

大阪市天王寺動物園協会 干臼3-0063大阪市天王寺区茶臼山町6-74n(06)6771-0201 
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TEL 06-6771-0973 
近畿コカ・コーラ ポ卜リング株式会社 、’．
KINKI E日CAC日LABOTTLING CO .. LTO. ＜コカ・コーラ指定針土〉 ’‘、
C田o·Co畑とCokelHh•c。c・ColOComo・ny的量”商機てす p、一

全国動物園水族館御用達

－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（34l重1枚もの）要郵便券250円

有限会社古 川

お食事・飲もの・おみやげ

商 ふ一品 ，
 

e
 
・・

本 社神 戸市中央区中山手通3丁目11番4号 電話（078)221-8195側

飼育場兵庫県小野市来住町15 1 3番地

ー諸島τ~）羽目・，＇； ，；， :.a
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

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06-6762-2333

1回 30円 五〉
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カルシウムを領るなら牛乳や乳製品カY理想的．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．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。

雪印毎日骨太議
雪印 ・・・EB図iPZ霊~
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/V  1るのしめさ

。圏内2ヵ所（中央テ。ツキ下・
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）

中尾笛ー／中川哲男／石井等／藤田四郎／沖田紀行／山崎道正／長瀬健二郎／谷森進I！宮本泰幸／森本委事lj／高橋雅之／市川｜久雄

竹田正人／高見一利／箇康弘／問中龍治／満勇二／松岡秀和／坂本全／森岡｛申晃／野口秀高／大野尊信／早！II篤／西村慶太/j自家議＝
編集委員




