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島lこはたくさんの生き物がいまれでも

人は、彼らのことをどこまで考えてい

るのでしょう。ついこの前、道路でシロハラ

クイナの子供たちを見かけま した。でもよう

すが変なのです。親鳥は、人が近づくと林へ

消えたのに、子供たちが、ついて行かないの

です。そうなんです。歩道と道路の高さのせ

いで、ひなたちは乗り越えられないのです。

人は結局、人のための道しか造っていないの

です。

あっ、アカショウピンがやって来ました。

きれいな赤い鳥です。笑い声のようにかん高

く鴫いて飛んで、いきました。方言で 「ゴッカ

ローjと言います。この鳥は敏感で、自然の

ある所にしかいません。

この鳥に出会うとうれしくなります。森に

住む幸せの赤い鳥です。

自然のハーモニ一、いつまでもあるといい

な！！

青 い空吋そ山リオモテヤマ

ネコの島と言えば、そう、沖縄の西表

島。私の出身地です。仕事の関係で大阪に

住むようになり、島を外から見てみると、

今までは見えなかったことが、新しく発見

できるのです。人間というのは、身近であ

たりまえなことには気づかないものです。

島での生活。それはまさに自然との共生

なのです。この大阪の街のような、人工的

な音はなくなり、そのかわり自然の音がハ

ーモニーになって聞こえてきます。波の音、

木をゆする風の音、そして木の実や葉っぱ

が落ちる音。

ほら、メジロたちが鴫いています。遠く

では、カンムリワシが高らかに鴫いています。

隣の家のニワトリも …。この鳥たちは朝か

らうるさいんで、す。田んぼの方では、牛や、

ヤギさんがのんびりしています。よーく耳

をすますと虫たちがたくさんl鳴いています。

f司、

・ 「南ぬ風人まーちゃん」の公式ホームページ

http://www07.u-page.so-net.ne.jp/ qg7 /march an/ 

フンホ〉レトペンギン
ペンギン日 ペンギン科 Sphe11iscus /111111bo/d11 

フンボルトペンギンは昔かう日本の動物園で飼育されている、もっともポ
ピュラーなペンギンの一つです。南アメリカのペルーとチリの太平洋沿岸
部に分布していますが、 現地では、 その生患数に雪量的、げ）りが見え、現在では
ワシントン条約の附属書の lに指定されています。 （！足影文長瀬健二郎）

Coveぬ＠Watching

なきごえ Vol.36(8).20000 

。

フンポルトベンギ．ン

今年の2月22日に僻化しました。毎年フンボルトペンギンは数羽成育しているのですが、 今年はこの
ヒナの他lこ3月14日に階化した1羽の、計2羽が成育しました。体は一人前ですが、まだ両親に甘え
て工サをも5っています。独り立ちはもう少し先のことになりそうです。 (j最影 ー文長瀬健二郎）
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ペンギン科）（ペンギン自



私は1972年以来、少なくとも年l度は東アフリ

カに足を運びます。それはサバンナとサバンナに欧

く風に魅せられたからです。もちろん、サバンナに

すむ動物たちにもです。

50年前、山川惣治の「少年王者jを読んでアフリ

カに憧れました。主人公の員吾少年がゴリラに育て

られ、動物たちと会話を交わし、 共に暮らすという

血沸き肉躍る物語ですが、もう夢中になって読んだ

ものです。

「大きくなったらアフリ力に行くんだjと固く心

に醤ったのですが、図鑑も芯くテレビもなかった時

代ですから、子供の頃の私にはアフリ力がどこにあ

るのかも知りませんでした。夢の夢辛ったのです。

大 学を卒業した私は動物写真を
l ~ヨ69年には、 初めての海外取材にガラパゴ

スへ行ったのです。それからは、アフリ力を除くい

ろいろな国の動物園の動物や野生動物を撮りに行っ

ていました。

海外旅行をする自信がついた私は、ついに夢にま

で見たアフリ力へ行くことにしたのです。その頃は

まだ1ドルが360円もした時代でした。

ケ二アの首都ナイロピの空港に降り立った私は、

抜けるような青空を見上げた途端、涙がこみ上げて

きて芯りませんでした。子供の頃からの夢が実現し

たのです。

ナイロピは高層ビルが建ち、近代的主主町でしたか

うアフリカへ来たという実感はありませんでした。

でも、街から一歩出ると、そこには広々としたサパ

思い出前編
動物写真家：内山~

ンナが広がっていました。

ナイロピからマサイ マラ国立保護区に向かう途
が口

中にある大地溝帯を望む崖の縁に立ったとき、その

広大さに感動し、そこにすむ数々の野生動物にこれ

から会えるのかと思うと、 震えが止まらなかったほ

どでした。

初めて出会った動物が何かは覚えていません。で

も、動物園で見ていた動物が、それ以上に愛しく思

われるようになりました。出会う動物たちが懸命に

なって生きていたからです。サバンナにすむ動物に

は自由がありました。でも、それと引き換えに、死

があったのです。食べられる死と獲物を得られす。に

飢える死でした。 汁

若かった私は、車lζテントを載せてキャンブ生活

をしていました。豪華砿ロッジに泊まるとサバンナ

の空気に直接触れることができまいと思ったからで

す。

朝、日の出前にお茶を飲むとすぐに、サバンナに

車を走らせ、時には昼飯抜きで日暮れまで動物たち

と付き合っていました。空腹よりも動物たちといる

ことを選んだのです。

もちろん、キャンブ場には固いがあったわけでは

ありませんかう、動物たちもよくテント近くまでや

ってきました。

どん芯動物でも野生ですから、間近に晃5れるの

は嬉しいのですが、手放しで歓迎する訳にはいか芯

いのです。

左・ヶニア人のドライ
JCーと
上・キャンブを楽しむ
若き日の筆者
右Uマラ川をj度るヌ
の大群
4ページ下巳雨期のマ
サイマラ国立保護区
下・乾期のインパラの
群れ

夜 ライオンの｜悶がだんだん近付きつい
に、ライオンが走って来たことがありました。

テントの中で酒盛りをしていた時のことです。テン

トの周りを走り回っていたかと思うと、テン トのつ

りひもに足を号｜つ掛けて転んでしまったのです。ケ

ニア人のドライバーと思わす笑ってしまいました。

真夜中に、枝の踏み付けられる音やゾウ特有のゴ

ロゴ口とお腹のなる音で目が覚めたことがありまし

た。 「やばいリと思って車に逃げようとしてテント

の入り口を怖々聞けると、時すでに遅かったのです。

すでに、たくさんのゾウに固まれていたのです。ゾ

ウたちが、そこを通り過ぎて行くまでの時間の長か

ったこと、恐怖に震えていました。

ナイロピでたくさんの食料を買い込み、テントを

張った日のことでした。サファリかう帰ってきます

と、 10頭くらいのサバンナモンキーが、バラバラと

テントの中から逃げ出して行くのです。慌てて、 テ

ントの中をのぞき込みますと、2週間分のジャガイ

モ、キャベツ芯どの野菜がほとんどありません。米

もテント中に散らばっています。お正月用の大きな

餅の缶詰も持って行かれました。苦々しい気持ちで

テントの外に立った私は、彼らの去った方！こ向かつ

て怒鳴ってやりました。

「缶切りは要5ないのかー lJ 
サソリが靴の中に入っていたこともありました。

でも、 一番怖かったのは、 ドライバーとテントを片

付けていたら、テントの下にブラックマンパという

大きな毒蛇がいた時でした。 そこで2週間もテント

生活していたのですか5、どのくらいの期間、彼と

一緒に生活したのか分からなかったのです。今でも、

その時のことを思い出すとソッとします。

でも、こんな恐ろしいζとばかりではありません。

地平線から太陽が昇り、地平線に沈むという広大な

サバンナを独り占めできるのもテント生活だったか

らです。

満月の月明かりは、本が読めるのかと思うほどに

明るいのです。周囲に明るい照明がないのですから、

星空のきれいなことも信じられないほどでした。天

の川を始め、すべての星が手を伸ばせば届くくらい

近くで輝いているのです。
1'1t 

サ バンナといっても木や草が疎らにはえている

乾燥地帯や緑豊富な川べりもありましたし、

アフリカで一番高い山、キリマンジャロが一望に見

える草原もありました。

と‘こヘ行っても見5れる動物もいましたし、そこ

へ行かなければ見られ芯い動物もいました。だから、

私は、1力所に2、3週間すつ、あちこちを泊まり回

っていました。季節によっても違いました。サバン

ナには四季はありません。大雨期、大乾期、小雨期、

小乾期と移っていくのです。大雨期lζはとてもサバ

ンナには入れません。道はぬかり、時に川となり、

たとえ四輪駆動の車ですら走れないのです。でも、

この時にはたくさんの草食獣が子供を生みます。大

乾期の時には伸びた草が枯れ、小さな動物は隠れて

しまって見られません。でも、ヌーの大移動がある

のはこの時です。／j＼蘭期には見渡す限り緑になりま

す。／j＼乾期はあまり農がたたす喰過ごしやすいのです。

いつでも、サバンナは私にとって魅力的広場所なの

です。次回は、そこで出会った動物たちの話をしま

しょう。 （うちゃまあきS)

。



天王寺動物園では、平成12年

3月15日｜こ1年6ヵ月を擁したア

フりカ ーサバンナ区草食動物ゾ

ーンが完成し、引き渡されまし

た。その後、追加工事、動物の

移動、搬入、馴致、植物の養生
J;う

などに5ヵ月を擁して、いよいよ

8月末に公開する予定です。との号と次号ではサパ

ンナ完成までの様子をお知らせしましょう。

1.基本コンセプ卜

アフリカ サバンナ区草食動物ゾーンの基本コン

セブ卜はランドスケープ・イマージョンの概念に基

づくもので、展示する動物が実際に生息する環境を

努めて再現し、共生共存する他の動物、植物ととも

にその関係を理解し、その展示空間！と入国客も 体

と芯って臨場感に浸る乙とを目的とするものです。

( 1)展示方針は

現地アフリ力のセレンゲティやマサイマラの保護

区をモデルlこしたランドスケープの再現、臨場感の

醸成、生息地保護の重要性と環境問題の認識、展示

空聞からの多様な情報を五感で理解認識することを

目的としています。

(2）展示テーマは

草原を中心に河畔林、湿地、疎林、岩山など、サ

バンナ景観の多様性を展開し、生態系を構成する動

物、植物と地質、地形の関連を訴え、植物から動物

への食物連鎖や棲み分け、食い分けの適応並びに生

態的地位を理解することとしています。

現地調査をしたシアトル ウッドランドjてーク動物園

完成した

2.現地調査と先進動物園調査

生息環境をより忠実に再現し、正確芯情報を発信

し、一体感や臨場感を演出する生態的展示を構成す

るためには、現地調査が必要とされます。今回のサ

バンナ区草食動物ゾーンでは設計を委託した建築

造園コンサルタントとヲンドスケープ－アーキテク

トを兼ねる学識者に計画のモデルとするケ二ア、タ

ンザ二アの調査を依頼しました。

調査は主にケ二ア・マサイマラ野生保護区、タン

ザ二ア・セレンゲティ国立公固などを中心に5力所

を調査しました。ここでは動物の生態、行動、習性

はもちろん、群れ構成、食性、フィ ルドサインな

どを観察調査し、植物も植生分布、動物との共生状

況などを調査しました。このほか地質、地形、地層、

河川、池沼の状況、気候条件なども含め幅広く調査

しました。

先進動物園の調査では主に北米のブロンクス動物

園をはじめとする10ヵ所の動物園を視察し生態的展

示を主とする展示造景とサイン、動物舎の構造、園

路動線等を中心に調査しました。

3.サバンナを構成するもの

一般にサバンナというと広大な草原にキリン、シ

マウマ、アフリカゾウ、ライオンなどが群れで生活

している風景を連想する人が多いように思いますが、

サバンナは動物、植物のみ主主らす地質、地形、地層、

気候主主どが関係しています。ます、アフリ力大陸の

東を北から南に縦断する大地溝帯の一部としての段

丘崖、力ピーと草原、疎林、池沼、河川、湿地、河

畔林などがサバンナの地形的なものを構成し、 これ

に自生する草本、低木、中高木に対し小型のガゼル、

シマウマ、ヌ一、工ランド、キリンなどがブラウジ

ング（枝葉食い）やグレージング（草食し＼）を行い、草原 . 

の草丈の形状や樹木の形を整えます。また、ゾウが ）

木を倒し、かわ剥ぎ、 牙研ぎなどを行い、これうも

サバンナの景観を構成します。このほか乾季の野火

による広大な草原火災も草原の新陳代謝を促し、サ

バンナの景観構成の重要芯部分となっています。

アフリカ・サバンナ区草食動物ゾーン 直E

~ 

4.サバンナ区草食動物ゾーンの建設

(1) 工事の前処理

士事対象の区域には既存の力パ舎、サイ含、走烏

舎、シマウマ舎、小獣舎、フクロウ含芯どがありま

したが、着工前！こすでに力パ合、 サイ舎は平成9年、

10年に建替え新設し、ダチョウ、エミコーなどの走

鳥類はカモシカ園を改修し、移動しました。

その他も新設移転や譲渡により面積を確保し、北

園のl/3を占める面積を鋼板塀で固い、工事に着手

しました。

(2）環境対策

ア 資源のリサイクル利用 最近の資源を大切に

する省資源リサイクル施策から解体撤去される既存

のカパ舎、サイ舎のコンクリ ト廃材は「ガラパゴ

ス」と称する大型破砕機で粉々

にされ、盛土の基盤として再利

f、用しました。

イ 屋上緑化 ：限られた面積 a・・・ 

工事着工平成10年9月25日
竣工引渡平成12年3月15日

敷地面積I9,370m2 
建築工事｜キリン舎 380.73m2 延床面積 416.75m2

草食動物含 20l.OOm2 延床面積 20l.00m2
倉庫 209.75m2 延床面積 209.75m2

外構工事｜草食動物放飼場 3,750m2 
フラミンゴ放飼場 300m2 
シママングース放飼場 40m2 
サブパドック放飼場 520m2 
大 池 280m2 
流 れ 70m2 
雨水貯留槽 l,000 t 

植栽工事 I5,960m2 
I （高木610本、j!f木5.000株、草本地被4.000m2)

盛土工事 ｜盛土高さ "GL 4.2m 
盛土量 l2,000m3 

J’GL: 地盤高

でサバンナの景観を造成するた

めに動物舎は努めて低く目立た

忽いように心掛けました。しか

し、地下、半地下構造にすると

ドライ工リア砿どの余分主主面積

が取られサバンナの草原の面積
環境にやさしく、廃材も再利用する

大型粉砕器（98年12月）
地下に広大芯雨水受水槽 （99年2月）

さまざまな工夫が施されている

が削減されます。そこでいくら

か天高を抑え放問場と一体感を持たせるため屋上緑

化を取り入れました。キリン舎については高すぎる

ために断念しましたが、倉庫については放飼場と一

体的に、草食動物舎はサブパド、ツクを撰んで盛土擁
しゃへい

壁を立上げ動物含を遮蔽しました。

建物の屋上緑化はドイツ芯どヨー口ッパでは盛ん

で、屋上緑化することで階下が2～ 3℃下がるといわ

れており、クりーンな空気の提供や光熱費の節約は

｛ 省エネ、温暖化防止に一役買うことにもなると思わ

れます。

ウ 雨水の利用と浸水対策 ．大阪では梅雨の時期以

外に年に数回、豪雨lζ見舞われます。特に天主寺動

物園は東に上回Hi陵に接し降雨時に大量の雨水が鉄

砲水の如く流下して度々隣接地域に浸水被害をもた

らします。とのため今回のサバンナ士事では予め地

陽区陽蕊陽蕊

下にl,OOOtの雨水貯留槽を設置し、浸水被害を防

ぐことにしました。

貯留された雨水は近い将来に植栽の濯水に利用し

たり、便所の洗浄水に利用したり、消火用水に利用

することを考えています。

このほか雨水を還元させるため園路に透水性舗装

を施しています。従来ですと自然の恵みである雨水

がアスフアルト舗装のためすべてが下水管へ流れて

いましたが、最近はインターロッキンク、舗装を広範

囲に取り入れ、樹木に雨水を還元しています。特に

サバンナゾーンの菌路では水の透過性もよく、足に

やさしい軟らかい感触を感じていただくため真砂土

にセメン トを混合し、てん匝しています。見た目も

自然芯感じで好評を博しています。

（次号に続く）

陽惑b



バ〉十、ノ－〉ヘ

m• 

／

JJ
 

－ 
ζヶ、

m• 

ヨ1

I 
5お引越し中！

アミメキリンの引越し

です。木揺に誘い込

みクレーンで吊り上げ

ました。

ア
ミ
メ
キ
リ
ン

Graph ZOO 

この春、新しく完成したアフリカ・サバンナ区

草食動物ゾーンに、大型動物が引越しました。

家財道具もなく身一つの引越しとはいうものの、

大きいだけになかなか大変です。

キリン、エランド、シマウマの引越しの様子を

ご覧いただきましょう。

飼育課：高見一利

なきは lol.36（刷出，000 

無事新居に到渚！

、 、ーーー・・園田・園田園圃品

自が覚めたら新居です．

醐お引越し中！

グラントシマウマは麻酔で寝ている悶に引越しました。

エ
ラ
ン
ド

木龍の中で、
ちょっと不安・・。

工ランドも木鑑に窓い込んで
トラックで運びました。
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ユリ子死す
飼育課高橋雅之

その日の朝、ユリ子の死を伝えられたときにわ

かには信 じられませんでした。昨日の朝、運動場

に出す｜擦の作業に立ち会ったときには特に変わっ

たこともなく元気にしていたからです。そして、

これから行わなければならない作業を考えて、一

瞬呆（ぼう）然としてしまいました。およそ、 4トンも

ある動物を解剖し、なおかつ、その死体の処理も

しなければならないのです。

ゾウ舎に行ってみるとユリ子は自分の寝室で北

の方向に頭を、 4本の足を東の方向に投げ出して横

になっていました。体に触れてみるとまだぬくも

ける作業を行いました。午前中はこれらの準備に

当たると同時に休暇を取っている獣医師全員に召

集をかけ、また近隣の神戸市王子動物園や京都市

動物園などの動物園、大阪府立大学獣医病理学教

室にも応援をお願いしました。解制は午後1時より

開始する乙とになりました。

午後1時には外部からの応援も入れて数十名の人

数が集まりました。現場のユリ子の寝室は春子お

よびラニー博子の寝室とそれぞれ隣り合っており

ゾウの飼育担当者が解剖作業にあたる我々の聞に

安全確保のために入りゾウの監視をするなかで作

業が始まりました。まず、体長や体高、尾長を測

りました。体重は直接は計るごとができないため

切り出した部分ごとに個別に計り記録して後で合

計することにしました。ゾウの皮膚は大変厚くか

っ硬いのでメスの刃がなかなかたちません。それ

でもやっと皮をはいで、足をきりはなし、内臓を

取り出す作業を進めていきました。取り出した内

臓はさらに顕微鏡で詳しく調べるため小さく切り

取られてホルマリンの入った標本瓶に保存されて

行きます。重量などの測

定がすみ、異常がないか

チェック を受けた部分は

どんどん動物病院のほう

に運ばれて行きます。飼

育課ばかりでなく管理諜

のスタッフ、外部からの

）志J長も得て品誌がかりで作

業にかかっ たおかげで、

夕方 6II寺過ぎにはユリ子

の寝室は何事もなかった

う かのように片付けられ清

りが残っていますが既に死

亡は動かしがたいものでし

た。口や鼻の穴、旺門など

から出血していないか、そ

の他の異常がないかを調べ、

検査のために血液を採取す

ることにしました。普通、

ゾウの採血は耳の静脈から

とるととが多いのですが生

きているときのように太く

張ってはいません。何度か

試みましたがうまく いかず

結局おなかの皮膚の静脈が

浮き出ていたのでここから
左ユリ子、右喜子 掃・消毒も完了しました。

解剖の結果、おおむね栄
採血しました。採血した血液は動物病院で一部を

細菌がいないか顕微鏡検査し、残りはさらに詳し

い検査をやってくれる専門の検査施設に渡しまし

た。さて、いよいよ解剖の準備ですが、ユリ子は

推定でおよそ4トンも体重があるため、 動かすこと

は不可能です。また、生々しい解剖の様子をお客

様の目に触れさせるわけには行きませんので、す

ぐさまユリ子の寝室前の運動場に工事用の塀を作

り、隣の春子の寝室のシャッターはほとんど閉じ

てお客様からの目隠しにしました。また、作業を

しやすくするためにユリ子の足などを持ち上げら

れるよう寝室の天井にチェーンブロ ックを取り付

養状態も良く、いくつかの病変が見つかりました

が、直ちに死の原因につながるようなものはわか 『

りませんでした。ユリ子は生前大量に血の混じっ j 

たおしっこをすることがあり、子宮などの生殖器

に腫療など、の病気を持っているのではないかと想

像していま したが、解剖の結果卵巣のう）臣、子宮

筋腫などが見つかりま した。

ユリ子の解剖記録からその巨大さを示す数字を

表にしておきます。ユリ子の死が報じられると保

育園の園児たちをはじめ多くの方々からお悔やみ

の言葉をいただきました。どうもありがとうござ

L、ました。

タ十部計測 体長 3.4斤1 年齢等種性別アジアゾウ雌 主要臓器の 心臓 19.Bkg 腎臓左4.5kg

体高 2.Bm 年齢 推定51歳 重量または 月市 584kg 右4.5kg

尾長 1.16m 飼育年数 50年
長さ 肝臓 45.0kg 小腸 20m 

1卑臓 9 2kg 大腸 ォOm 
体重 3,731kg 原産国 タイ 勝臓 2.2kg 盲腸 0.9m 

⑪なきごえ、ol.36(8).2000 
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6/3 ・ォスのカリフォル二アアシ力、ナポレ
オンが死亡
しました。 れました。今回役員の一部E必霊があり、
ナポレオン 磯村賀代子会長が名誉会長に、 モ二ッ

は1980年 ク ージヨルダンーメイコ副会長が名誉

に当園で生 副会長に昇格しました。
まれ、長年 また新しい代表者職名の理事長iζ樽本

にわたりア 勲、専務理事兼事務局長に井坂進の
シカ池のボ 両氏が、新理事として中山良三郎、松

スとして人気を集めてました。 村英二、新監事に僧田誠寿の三氏が、

6/8 ．ワライカワセミが1 羽i:~，化しました。 それぞれ就任しました。

28日にも1羽が，3，化しました。，3，卵 6/23 ・オスのアミメキリン、ナガヤが死亡し
器を使い、人工的に，3，化させました。 ました。ナガヤは1983年に多摩動物

6/10・当国飼育係によるお話”ペンギンくん 公園で生まれ、 1885年に来園して以

の一日”を開催しました。 来多くの子供を残しました。

・京都市動物園より園長他一名が来園 ・ 6/24 ・トウフ、｝＼コガメが2頭ふ化しました。

見学されました。 ．鹿児島県出水市ツル博物館より学芸員

6/11 ・大人を対象とした “園長の動物園講座 1：名が来園しました。

一動物園の歴史ー”を開催しました。 ・当園飼育係によるお話刀パさんの一日”

6/14・人工晴育 を開催しました。

で育てて 6/25 ・クロサイ
いるシシ と力パの

オザルの 子供の命

赤ちゃん 名式を開

の、一般 催しまし

公聞をは た。当園

じめまし で昨年生

た。 まれたオ

しばうくの聞は午後1時かう3時の間 スのクロ
のみご覧いただけます。 サイは両親の名前から1字すっとって

6/17・中国沈陽市の森林野生動物園視察団の 「サミ－J、昨年メキシコから来園し
10名が来園・見学されました。 たメスのカパは、もとの名前を呼びゃ

6/18・当園獣医聞によるお話”今年生まれの すくした 「ティ ナ」と名付けられま

赤ちゃん”を開催しました。 した。

6/20・大阪市天王寺動物園協会の総会が行わ 6/26 ・オスのオランウータン、ブルの定期健
れました。本誌「なきとえjを発行し 康診断を行いました。

ている （社）大阪市天王寺動物園協会 6/27 ・工リマキキツネザルのメス1頭が日本
の平成12年度通常総会が開催され、 モンキーセンターから贈られてきまし
磯村会長の挨拶のあと、各議案につい た。検疫が終わればサル・ヒヒ舎にい

て審議、原案どおり満場一致で、承認さ るオスとペアを組む予定です。

・；｝JI国司・
．ゾウの春子にリンゴのプレゼント

日 時 9月15日午後l時30分から
場所ゾウ舎

*r動物君たちの－B」朝の展示から夕方の収容までのふだん見られない
様子をビデオで担当キー／〈ーがお話をします。

9月9臼（土）。艇虫類生態館の裏表 9月23日（土）。コアラ君の一日
食「日本昔話のビデオマンガの放映J

9月2日（土） 9月16日（土） 9月30日（土）
会「動物写真講座J9月17日（日）講師 内山鹿先生午後1時～

（参加と希望の方は往復はがきで、天主寺動物毘宛lζお申し込みください）
（住所・干543-0063大阪市天王寺区茶臼山町1-108）参加費l,500円
場所 天王寺動物園圏内レクチャールーム先着60名様 時間・午後1時30分

台詳しくは天王寺動植物公園事務所までお問い合わせください。
(TEL. 06-6771-8401) 

なきごえVol.36(8) .2000① 
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愛ある暮し、応援します；
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揖影シーンに合わせて、
標準・八イビ‘ジョン・パノラマのザイズを自由に切替0

・スー）'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。
・切替はファインダーも連動、見たままのフレームでパチリ。

近鉄百貨店

平岩米吉の本

狼 その生態と問

2,600円＋干見

犬と狼
⑨2節lj出来 2,500円＋税

犬の生態
⑨6刷 2,000円＋税

動物文皐復刻版｛全10巻十補巻索引］
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 ・議i考を寄稿し発表した幻の戦時中資料。
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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 ⑨限定1000部

狼と犬と締の生態を耐究し、動物文

学をはじめて世に紹介した平岩米吉

の波測に富んだ創造性豊かな生涯を

娘のUP<からi~ ＜怖く 。

夏の旅の思い出、ふしぎな巡りあわ

せ、動物画家大崎善司、 H本好き

のスタール博士など、名品を掲載。

「ラ
ース

＠築地童 干 1g~~附東京Ill\'
目館⑨こ＇i主文は、最寄りの書店または直綾上記宛先まで。E-mailAdd時

天王寺動物園の本
入園の記念・手引に・

~~~議, . .., ぷ幹、
'I. , .,. 
i .ト，＼，

〆

営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。

し。マヨSの班、::l::I・u
♂砂ややや

〈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

⑮ 

圏内売店にあります。

オールカラー

500円

ヨア7テν;tνカード（限定販売）
好評発売中主800(50度用）（株）増田食品 Z時指標げ63~

“
一掛
川
一

誼白

干543－叩63大阪市天王寺区茶臼山町6-74n(06)6771-0201 大阪市天王寺動物園協会



£1~鳥獣輸入
がI! I~＼ 全国動物園水族館御用達
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近世Eコカ・コーラ ポト リング株式会社 、，
Kl刷lCOCA COLA B日TTLINGC日.LT日〈コ力・コーラ禍定書社》 ’a 
C闘 ・ColatCol叫 Th<Coca白 泊Com帥 ny<n量1柵 帽です ' 

、、、

‘” 

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

飼育場兵庫県小野市来住町15 1 3番地

たのしいと動物のお話ミは、

ガイドマシン（動物説明機）で、どうぞ．ゲ

圏内、主要動物舎
30数ヵ戸斤にあります

ノ
s ... 電量己主調抗日・♂，；，:..-

関西特機株式会社

電話06-6762-2333

1回 30円

阪神高速松原線 ・監視切開四・11'】

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

－ 国 訪 午前跨30分～午後5時 （入園は4時まで）

位置彊聾 毎週月曜日（月曜日が休日に当たる場合は翌日休園）

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1-108TEし.06-6771-8401
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ノv- 色のしめさ

。圏内2ヵ所（中央テ‘ッキ下・

南園高架下） Iこ、各種のりも

のやがあります。

久竹娯楽株式会社
TEL ( 06) 4397・0100（代）

中尾監ー／中川哲男／石井等／蕗田四郎／沖田紀行／山崎道正／長瀬健三郎／谷森進／橋本泰幸／森本委利／高橋雅之／市川久雄

竹田正人／高見一利／函康弘／田中健治／満勇二／松岡秀和！Iii本全／森岡｛申晃／野口秀高／大野尊信／早Jll篤／西村慶太／？曲家鶴二

南園高架下

編集委員


