
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  千石先生がやってきた！ 

 「千石先生がやってきた！」東京都獣医師会 多摩西支部 

学校動物委員会のご厚意で、ＢＩＧな講師をお迎えすることが 

出来ました。7 月 16 日（日）午後３時開演のところ、整理券を 

午前 11 時から配布をしましたが、予想どうり９時から並んでく 

れたお友達も出るほど。２００名の定員はあっという間に締め 

切りとなりました。先生はカラースライドを使って「カメの世界」 

を講話。今迄見たことも聞いたこともないような不思議なカメが 

ぞくぞく出てきました。なかでもガラパゴス諸島のビンタ島に最 

後の１頭が棲息する、体長１ｍ超・体重２００ｋｇ・年齢１００歳超のゾ 

ウガメ「ロンサムジョージ」の話をみんなで祈るような気持ちで聞き入りました。 

質問のコーナーでは先生も驚くほど専門的な内容が飛び出し、動物好き 

な良い子がたくさん集まってくれたことに千石先生もホットしました。 

プログラム最後のサインコーナーでは著作本がほとんど売れ切れ、ツー 

ショットの写メール希望者が続出の為、予定の時間を大幅にオーバーして 

無事終了。先生には是非また来園下さるようお願いの握手をしました。 

                     羽村市動物公園     園長 赤尾壽允 

４月から生まれた赤ちゃん達は、もうすっかり大きくなりました。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・タンチョウの赤ちゃんの名前

人気投票を行いました。ご協力してくださった方々に感謝致します。ありがとうございました。 

 7 月１４日コナツは天国に
行ってしまいました。あり

がとう。わすれないよ。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ワシミミズクとフクロウのお引越し 

 ５月５日、日の出町よりフクロウを 

保護しました。６月１３日には、ワシ 

ミミズクがやってきました。 この２ 

羽はしばらく裏で飼育していました 

が、７月２６日、展示場に引越ししま 

した。 

どちらも穏やかな顔をして、こちら 

を見ているので、私達も朗らかな気 

分になりますね。この２羽に会いに 

来て下さい。お待ちしております。 

夏休みも、ぞくぞくと新しい仲間が増えていま

す。スタンバイ中やデビューした子の紹介です。

ニホンイノシシ♂ 

 ７月４日、日の出町で捕獲されたイノシシの男の子を

保護しました。名前は獅子朗です。今、ヤクシカ舎横

の飼育場デビューに向けて待機しています。 

 イノシシの子どもをはじめ、ウ 

リボウ模様の動物はたくさんい 

ます。ウリボウ姿が見られるの 

は貴重ですね。 

アヒルの‘とみ安’、‘とも蔵’、 

ふれあい広場カメプールにデビュー

 6 月号に掲載した ‘とみ安’と‘とも蔵’を覚えていま

すか？この２羽が、この度ふれあい広場のカメプール

にデビューしました。昼間、カメと 

一緒に“水を得た魚”のように楽し 

そうに泳いでいる彼らに会いに来 

て下さいね。 

ルリゴシボタンインコのヒナ 

 生後約３週間のルリゴシボタンインコのヒナです。も

う自分でふやかしたご飯を食べる 

ことができます。エサを見せると 

催促してきてつつきます。丈夫な 

大人になりますね。 

                

                  こちらもボタンインコ。８月８日、

              巣から出てきました。なんと白 

ではありませんか？！オレンジ

色の嘴がチャーミングですね。 

シベリアオオヤマネコ♀ 

 ７月１４日、シベリアオオヤマネ 

コの女の子がやってきました。デ 

イジーと名づけました。おとなしく、 

シュート（外へ出る扉）の出入りも 

上手で賢い子です。デビューす 

る日が待ち遠しいです。 

ミーアキャット♂ 

 ７月１８日、みかんがやってきま 

した。今はまだ病院で検疫中です。 

いつも袋にくるまって鳴いています。 

早く外の世界がみたいなぁ～と思っ 

ているみかんでした。 

１．かわいいと思うなら途中で離さず最後の時まで見守って  ２．共生（共棲）は人の英知と思いやり 

３． ニコニコ動物ニコニコわたしみんな笑顔が一番だ      ４．命の重さにちがいはあるの？同じ地球の仲間達 

５．動物の命は人間と同じもって生まれた命を最後まで大切に！ ＊厳選の結果５つを全国大会に出品させていただきます。 

園内のどこに動物病院があるか、皆さん知っています

か？知っている人は、羽村ZOOマニア！・・・かな？園内西端、タンチョ

ウ舎横にある青と白の縞模様の建物（写真左）が病院です。怪我した

動物達はここに入院します。 

（写真右上）ホロホロ鳥、（写真右下）体調を崩した動物は、４つ子ビー

バー赤ちゃんのお父さん・バー太の治療風景です。一日も早く、ホロホロ鳥は園内を

元気に走り回れるよう、バー太は家族６人みんなで泳げるよう、石川さんを中心に毎

日がんばっています。皆様も早くよくなるよう、応援してくださいね。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

トマト、キュウリ、とうもろこし、なす・・・夏野菜のおい

しい季節がやってきました。近くのスーパなどから頂い

ている野菜で、動物達にも“夏”を楽しんでもらっていま

す。そんな動物達の食事風景を、飼育係の目線で撮っ

た写真でお楽しみください。 

ぷーるのなかで

も、もぐもぐ・・・ 

「これ、茎もい

けるわ～」

とうもろこしちょう

だいのポーズ。

「おかあしゃん、

おいしいね♪」

スイカを受け

取って・・・ 
氷のアイス今年

も待ってました！

芝生養成中。 

芝生広場がいつもきれいなのは、管

理担当が毎日手入れをしているからで

す。管理担当は、みな職人並です。 

きれいな芝生広 

場で、きれいな空気 

を吸って下さいね。 

サルスベリ  

              ミソハギ科  

花期７～９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。 

夜間開園時

も頑張ってい

ます。懐中電

灯を持って夜

の動物園に遊

びに来て下さ

いね。 

グリーンイグアナの女の子“ぐ

ら”です。リードをつけて散歩を

しています。みんなと遊べるよう

に練習中です。待っていてね。

（担当 芹沢） 

ホオジロカンムリヅル （英名）Grey crowned crane   

（学名）Balearica regulorum 

   全長：1～1.1ｍ   体重：3～4ｋｇ   生息状態：地域により一般的 

 サバンナ園では、3 羽のホオジロカンムリヅルを飼育しております。足

環の色で個体を見分けていますが、最近名前を付けました。足環が赤

色“カン”、黄色“ムリ”、青色“ジロウ”と言います。“ジロウ”の頭は、かわ

いそうなことに特徴であるカンムリがありません。なぜかというと、寝室に

いた頃、暇をもてあましていた彼らは、仲間 

の頭をつついてしまっていたからです。です 

が、今は放飼場で優雅に暮らしております 

ので、少し生えてきました。立派なカンムリ 

になることを祈っております。（担当 磯部） 

ぼくにもちょう

だい。 



 
 
 
 
 

〈８月のイベント〉 

・夏休み「自然林でキャンプ」 

開催日：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～20 日 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 10･11日 19:30～21:00 定員：親子20組＊先着順

・世界のワシ・タカ・フクロウのバードショー 

  開催日：8 月 20 日（日） 第一部 13:00～ 第二部 15:00～ 

・ポニーライド 

開催日：8 月 20 日（日） 10:00～15:00 場所：どんぐりの小道 

・はむらＺＯＯウイングス  ミニコンサート 

 開催日：8月 27 日（日） 15:30～16:30 場所：わくわくスタディルーム

〈９月の予定〉 

・バードカービングを学ぼう！ 

 開催日：9 月 10 日 13:30～15:30 場所：わくわくスタディルーム 

 参加費：1000 円（材料代）    定員：30 名 

 申込：8 月 2 日～9月 4日までに電話でお申込ください。 

・クイズラリー 

 開催日：9 月 23･24 日 10:00～15:00 

・ふれあい動物縁日～いのちをたずね、こころを育む～ 

 開催日：9 月 23 日（土） 9:00～16:30 

〈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。 

 

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 

今月は、動物公園の管理係長・安井さんの紹介です。 

以前はふれあい地域づくり公社のコミュニティ事業部にいて、今年動物

公園に赴任してきたばかりのホヤホヤ係長です。麺類大好き、趣味は

食べ歩きと日帰り温泉旅行という安井係長、一番好きな動物は？ 

―アメリカビーバーです。今年は 4つ子の赤ちゃんが生まれ 

て日に日に大きくなっていく姿がとてもかわいらしくて･･･。 

係長は園内で皆さんが怪我をしないように、事故がおこらな 

いように毎日巡回しています。園内で見かけたら、 

写真の‘グッド！’サインで気軽に声をかけて 

くださいね♪ 

編集後記 

梅雨が明け、夏本番に突入しまし

た。動物達も過ごしにくい夏ですが、

頑張ってのりきりましょう。暑い時は

日陰に、のどが渇いたときはお水

を・・・・・。動物達もみな同じです。 

私達も同じですね。 

今回もタイトルにモル文字を使いま

した。これからもどんどん載せていき

ますので、集めてくださいね。 

          西川・松嶋 


