
〈毎週土日祝日のイベント〉 

・わくわく探検隊「動物教室」 

 11:30～ わくわくスタディルーム 

ヘビ、カメ、タマゴ、ホネな 

どなど素敵なお話が。 

 

・サル山温泉牛乳風呂 

 13:30～ サル山 

美容と健康をかねて牛乳 

風呂にしてみました。 

 

・サバンナスポットガイド 

 14:00～ サバンナ園 

キリン、ダチョウ、シマウマな 

どの混合飼育の楽しいガイド。 

・ペンギンランチ 

 14:30～ ペンギンプール 

良い子のみんなでペンギン 

の大好物アジをあげてね。 

 

・レッサーパンダスポットガイド 

15:00～ ウェルカムレッサーパンダ 

かわいいのんちゃんがお姉 

さんにおやつをおねだりす 

る姿がなんとも。 

 

 
 

４月からのベビーラッシュにより、たくさんの種類の赤ちゃんが誕生しました。

今回そのなかの一部、ワオキツネザル・ボリビアリスザル・グラントシマウマ・

アメリカビーバー・タンチョウの名前の人気投票を行います。 

飼育員が厳選して選んだ名前の中から「これだ！」と思う名前を選んで投票

してください。命名者になれるかもしれませんよ。 

期   間：７月１日～３０日 

投票方法：各獣舎前に投票用紙が準備してあります。必要事項記入の上、 

投票してください。 

〈７月のイベント〉 

・七夕飾り 

期間：7 月 1 日（土）～9 日（日）までの９日間 

・動物愛護標語募集！ 

 応募期間：～7 月 30 日（日）  

審査：8 月上旬 *素敵なキャッチフレーズお待ちしております。 

＊優秀作品５点は全国大会に出品させていただきます。 

・「はむらＺＯＯウイングス」ミニコンサート 

開催日 7 月 9 日（日）15：15～16:15 

・夏休み夜間開園「納涼の夕べ」  

開催期間：7 月 14 日（金）～8 月 27 日（日）までの金土日祝日 

 延長時間：16:30～20:00（入園時間 19:30 まで）  

＊ご来園の際には、懐中電灯をご持参ください。 

〈８月の予定〉 

・夏休み「自然林でキャンプ」 

日程：8 月 5・6 日 対象者：親子 定員：30 人 

参加費：1 人 2000 円  

＊電話でお申込下さい。先着順となります。 

･赤ちゃん誕生！ 命名式 

  開催日:8 月 6 日（日） 

・サギソウ展覧会 

開催日：8 月 9 日～16 日 開催場所：わくわくスタディルーム 

・夏休み「親子ナイトツアー」 

  開催日：8月11・１２日 19:30～21:00 定員：親子20組＊先着順 

・ワシ・タカ・フクロウのバードショー 

  開催日：8 月 20 日（日） 13:00～15:00 

  はむら ZOＯういんぐす誕生 

 エッ！ 動物園でコンサート？ 本当ですか？ 本当ですよ！ 

はむらＺＯＯ“ういんぐす”は「はね」もちろん羽村の羽の象徴で～す。４月２日にスタートして、すでに５回のコン

サートを、羽村市在住のプロの音楽家みつのまりさんが、フルボランティアで動物大好き・音楽大好きな良い子

の為に、シンセサイザーを中心に素敵な歌声を響かせてくれたり、音の出る紙芝居をみせてくれたり、バイオリ

ン・ビオラ・チェロの弦楽３重奏の仲間が羽村市動物公園オリジナル曲を初演してくれ 

たり、毎回おお賑わいです。プログラム内容は多彩で、良い子達とみんなで童謡を歌っ 

たり、リトミック体操をしたり、３時から４時までの１時間があっという間に過ぎてしまい 

ます。いま一緒に楽器を演奏してくれる良い子、歌を歌ってくれる良い子、聞きに来て 

くれる良い子を募集しています。どんどん参加してね。次回は７月９日（日）15:15～ 

16:15 まり先生が待ってま～す。フルート初参加にも乞うご期待！     

                     羽村市動物公園      園長 赤尾壽允 

飼育員のみんなを束ねる勤続 14 年目のベテラン飼育員です。

キリン（♂タクロウ）の朝の放飼→ 

一番好きな動物はレッサーパンダという山田さ

ん、この仕事をしていて一番楽しいことは？ 

― やはり動物の出産と、その子供達がすくす

くと成長していくのを見守れることですね。 

昔から好きな昆虫採集や、休みの日には渓

流釣りにもよく行くそうで、昆虫や魚の知識が

豊富です。それ以外にも家ではハイビスカス

を育てていたり、趣味は多岐にわたるそう。 

園内で見かけたら気軽に声をかけてみてく

だいね。 

編集後記 

“記念すべき”第１号に引き続き、順

調に“待ってました”第２号ができあ

が り ま し た 。 今 回 は タ イ ト ル の

「ZOO」がモルモット文字になってい

るのに気がついたかな？これから

も随所に楽しさを散りばめたトピック

スをつくっていきます。 

乞うご期待！  

わくわくスタディルーム 

         松嶋、西川 

動物も風邪をひいたり、怪我をしたり･･･。飼育員はそんな 

動物達の変化を見逃さず、獣医さんに報告します。 

仕事の内容は？ 

― 治療はもちろん、新入生・転入生動物の検疫もします。動物の体調に左右 

される仕事なので大変ですが、元気になった子をみるとやっぱりうれしいで 

すね。午後は自転車の後ろに緑色の診療カゴをのせて園内を走っているこ 

とが多いそう。運がよければ会えるかな!? 

羽村市動物公園 

〒205－0012 東京都羽村市羽 4122 番地

TEL 042－579－4041 

FAX 042－579－1619 



ヒトコブラクダ （英名）Ｄｒｏｍｅｄａｒｙ （学名）Ｃａｍｅｌｕｓ dromedarius 

  体長：２．２～３．４ｍ 尾：５０ｃｍ 体重：４５０～５５０ｋｇ 

  社会単位：群れ  生息状態：一般的 ｃｆ）フタコブラクダは絶滅危惧ⅠＡ類 

 ルーシーと言う名前のメスのラクダ１頭を飼育しております。ルーシーは

今年で２２歳とラクダでは、もうおばあちゃんです。ですが、食べることが

大好きで、いつも口をモゴモゴとしています。「ルーシ 

ー」と呼ぶと振り向いてくれたり、口元が笑っているよ 

うで、とても可愛いです。長生きして、いつまでも元気 

でいてほしいですね。来園の際は、「ルーシー」と呼 

んであげてください。（担当 磯部） 

モモンガの♂ズーと♀リー 

 ５月２８日、フクロモモンガがやって

きました。すでにどきどきハンズオン

で飼育している♂ガーと♀モーとの

ペアリングに向けて慣らしています。

モモンガたちはどうやら女の子の方

が気が強いようで・・・。 

ハンズオンにいる色つきモルモ

ット１００匹にはみんな名前がつい

ています。え？名前？もちろん全

部覚えています・・・よ・・・。  

（担当 本宮） 

 

ジーベンロックナガクビガメ 

 なんとも不思議なカメが６月２１

日やってきました。その名の通り

とても首が長く甲羅に収まりきり

ません。ひょうきんな顔をして何

を考えているの 

でしょうか・・・。 

コンゴウインコ 

 コンゴウインコたちは大雨

が降ると出ることが出来ま

せんでした。しかし、過ごし

やすい環境にしようと屋根

を作りましたので、雨が降っ

ても大丈夫です。飼育員た

ちの成果を見に来てくださ

い。 

エンリッチメント
 動物たちにも新しい環境に引越しする時

があります。そんな動物たちの本当の心は

分かりませんが、少しでも理解し、慣れても

らえるように努力をしています。 
  
 
 

７月に入りました。もうすぐ夏休みが始まりますね。子供達にとっては、

わくわくする季節です。動物たちにもわくわくする出来事が続いています。

それは、ベビーラッシュです。第１号でお伝えした“新しい命”、第２弾の一

部を紹介いたします。夏休みお子様と一緒に“命”について考えていただ

ければと思います。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

グラントシマウマの赤ちゃん 

 ６月１９日、待望のシマウマの赤ちゃんが生まれ

ました。お母さんは３歳の“夢羽”、お父さんも３歳

の“コジロウ”です。１９日の 

朝、飼育員が見に行ったとこ 

ろ、すでにお母さんのそばを 

歩いていました。２２日から 

大放飼場に出て、外の環境 

になれるための練習をしています。だいぶ他の動

物たちともなれてきているようです。 

 シマウマの赤ちゃんはとても足が長いです。な

ぜでしょうか・・・・。それは、草食動物であるた

め、生まれてすぐ敵から逃げなければならない環

境にさらされるからです。お母さんたちは赤ちゃ

んを真ん中にして、特徴の縞模様でカモフラージ

ュしています。どこに赤 

ちゃんがいるか探して 

みてください。サバンナ 

園でお待ちしております。 

ニホンザルの赤ちゃん 

 ６月１４日・２２日、ニホンザルの赤ちゃんが生ま

れました。お母さんのお腹に一生懸命しがみつい

ています。しかしお母さんといえば・・・。 

赤ちゃんたちは色が黒っぽいので、どこにいる

か探してみてくださいね。サルたち 

の行動は、１日見ていて 

楽しいですよ。お待ちし 

ております。 

ボリビアリスザルの赤ちゃん 

 ６月２３日、ボリビアリスザルの赤ちゃんが誕生し

ました。写真左がお父さんの“セキネ”、赤ちゃん

をおんぶしているのがお母さんの“ルビー”です。

赤ちゃんは生まれた日から目が開いていてとても

愛らしいです。２６日授乳を確認しました。 

リスザルは長い尾を使ってすばやく移動するた

め、赤ちゃんは振り落とされないようにしっかりとし

がみついています。手の力 

だけではなく、尾も使ってし 

がみついている赤ちゃんに 

会いに来てください。きっと 

目をしょぼしょぼさせてこち 

らを見ていますよ。 

 

スナネズミの赤ちゃん 

 ６月１８日、スナネズミの赤ちゃんが生まれまし

た。スナネズミの赤ちゃんは、生まれたばかりは

赤子です。生後２日目徐々に色がつき始め、お腹

と背中の色の違いが出てきました。まだ目は開い

ていませんが、とても元気 

に動き回るようになりまし 

た。どうやら腹筋が強いら 

しく、筋肉トレーニングをし 

ているようです。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

フンボルトペンギンのヒナ 

 ６月１５日、ペンギンのヒナが孵化しました。予

定日を過ぎ、卵の中で‘はしうち’していることを

確認しましたが、なかなか自力孵化は難しいよう

でした。その３日後、飼育員の手によって孵化さ

せました。 

 ２羽の孵化でしたが、１羽は人工哺育のかいむ

なしく天国に旅立ってしまいました。しかし、１羽

は、お母さん、お父さんの愛情に 

包まれながら、天国旅立った１羽 

のぶんも元気に育っております。 

健康で丈夫な子に育つようにや 

さしく見守っていてあげてね。 

アジサイ  

              ユキノシタ科  

花期 6～7 月 

＊他にもこの季節の旬な草花が咲い

ています。どこに咲いているのか探

してみるのも楽しみの 1 つですね。 

日本鶏舎前のスロープ横です。ムラ

サキツユクサを抜き取り、ヒガンバナ

の球根を植えているところです。曼珠

沙華などきれいな花が咲くまでお待ち

ください。 

サービスセンターでは、５月から

七夕飾りを折り始めています。短

冊に願いをこめてみませんか？か

なうかもしれませんよ。 
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アメリカビーバー・タンチョウの名前の人気投票を行います。 

飼育員が厳選して選んだ名前の中から「これだ！」と思う名前を選んで投票

してください。命名者になれるかもしれませんよ。 

期   間：７月１日～３０日 

投票方法：各獣舎前に投票用紙が準備してあります。必要事項記入の上、 

投票してください。 

〈７月のイベント〉 

・七夕飾り 

期間：7 月 1 日（土）～9 日（日）までの９日間 

・動物愛護標語募集！ 

 応募期間：～7 月 30 日（日）  

審査：8 月上旬 *素敵なキャッチフレーズお待ちしております。 

＊優秀作品５点は全国大会に出品させていただきます。 

・「はむらＺＯＯウイングス」ミニコンサート 

開催日 7 月 9 日（日）15：15～16:15 

・夏休み夜間開園「納涼の夕べ」  

開催期間：7 月 14 日（金）～8 月 27 日（日）までの金土日祝日 

 延長時間：16:30～20:00（入園時間 19:30 まで）  

＊ご来園の際には、懐中電灯をご持参ください。 

〈８月の予定〉 

・夏休み「自然林でキャンプ」 

日程：8 月 5・6 日 対象者：親子 定員：30 人 

参加費：1 人 2000 円  

＊電話でお申込下さい。先着順となります。 

･赤ちゃん誕生！ 命名式 

  開催日:8 月 6 日（日） 

・サギソウ展覧会 

開催日：8 月 9 日～16 日 開催場所：わくわくスタディルーム 

・夏休み「親子ナイトツアー」 

  開催日：8月11・１２日 19:30～21:00 定員：親子20組＊先着順 

・ワシ・タカ・フクロウのバードショー 

  開催日：8 月 20 日（日） 13:00～15:00 

  はむら ZOＯういんぐす誕生 

 エッ！ 動物園でコンサート？ 本当ですか？ 本当ですよ！ 

はむらＺＯＯ“ういんぐす”は「はね」もちろん羽村の羽の象徴で～す。４月２日にスタートして、すでに５回のコン

サートを、羽村市在住のプロの音楽家みつのまりさんが、フルボランティアで動物大好き・音楽大好きな良い子

の為に、シンセサイザーを中心に素敵な歌声を響かせてくれたり、音の出る紙芝居をみせてくれたり、バイオリ

ン・ビオラ・チェロの弦楽３重奏の仲間が羽村市動物公園オリジナル曲を初演してくれ 

たり、毎回おお賑わいです。プログラム内容は多彩で、良い子達とみんなで童謡を歌っ 

たり、リトミック体操をしたり、３時から４時までの１時間があっという間に過ぎてしまい 

ます。いま一緒に楽器を演奏してくれる良い子、歌を歌ってくれる良い子、聞きに来て 

くれる良い子を募集しています。どんどん参加してね。次回は７月９日（日）15:15～ 

16:15 まり先生が待ってま～す。フルート初参加にも乞うご期待！     

                     羽村市動物公園      園長 赤尾壽允 

飼育員のみんなを束ねる勤続 14 年目のベテラン飼育員です。

キリン（♂タクロウ）の朝の放飼→ 

一番好きな動物はレッサーパンダという山田さ

ん、この仕事をしていて一番楽しいことは？ 

― やはり動物の出産と、その子供達がすくす

くと成長していくのを見守れることですね。 

昔から好きな昆虫採集や、休みの日には渓

流釣りにもよく行くそうで、昆虫や魚の知識が

豊富です。それ以外にも家ではハイビスカス

を育てていたり、趣味は多岐にわたるそう。 

園内で見かけたら気軽に声をかけてみてく

だいね。 

編集後記 

“記念すべき”第１号に引き続き、順

調に“待ってました”第２号ができあ

が り ま し た 。 今 回 は タ イ ト ル の

「ZOO」がモルモット文字になってい

るのに気がついたかな？これから

も随所に楽しさを散りばめたトピック

スをつくっていきます。 

乞うご期待！  

わくわくスタディルーム 

         松嶋、西川 

動物も風邪をひいたり、怪我をしたり･･･。飼育員はそんな 

動物達の変化を見逃さず、獣医さんに報告します。 

仕事の内容は？ 

― 治療はもちろん、新入生・転入生動物の検疫もします。動物の体調に左右 

される仕事なので大変ですが、元気になった子をみるとやっぱりうれしいで 

すね。午後は自転車の後ろに緑色の診療カゴをのせて園内を走っているこ 

とが多いそう。運がよければ会えるかな!? 

羽村市動物公園 

〒205－0012 東京都羽村市羽 4122 番地

TEL 042－579－4041 

FAX 042－579－1619 




