
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  世界の猛禽類 バードショー 

 「世界の猛禽・バードショー」が猛禽屋さんのご厚意で遂に実現し 

ました。６月中旬、牛久にある猛禽屋さんへ「ワシミミズク」の雄を 

戴きに行った時に大変な数の猛禽類を見て、外国の鳥園や動物 

園で味わった「圧倒されるバードショー」が思い出され、ご相談申 

し上げたところ、快諾して頂けました。今迄、日本の伝統・鷹匠の 

世界を１２月に開催してきましたが、鷹匠は由緒ある羽織袴で登 

場するのに対して、Falkoner（ファルコナー）は World Falkoners  

Club（WFC）の Tシャツで猛禽を操ります。また鷹匠は

主にオオタカを飛翔させますが、Falkoner は２０ｃｍほ

どのアメリカチョウゲンボウから、羽を広げると３ｍに

もなるヤシハゲワシに至るまで次から次へと楽しませ

てくれます。最も圧巻だったのは、高さ６ｍの足場か

ら飛び立った猛禽が見学者の頭すれすれに翔んで地

上の Falkoner の腕に戻った時でした。思わず大人も

子供も「ワーッ」と声をあげました。最後はお楽しみ撮

影会、左手に Falkoner グローブをはめてお好みの猛

禽を乗せてハイチーズ！ 

ご満悦の笑顔で他の猛禽にチャレンジしてハイポーズ！是非この素晴 

らしい猛禽達のショーをよいこ達にまた見せてあげたいですね。猛禽屋 

さ～ん・WFC さ～ん、よろしくお願いします。次回もダイナミックで素敵な 

猛禽ショーのプログラムを期待してま～す！ 

               羽村市動物公園     園長 赤尾壽允 

熱い思いを胸に秘め、バードショーを見つめる一人の飼育係りが･･･ 

それがワシミミズク担当の林さん（写真）です。 

今年の 4月に生まれたばかりのワシミミズクのホルス（＝エジプトの神 

様）は、8 月に行われたバードショーの翌日から林さんとトレーニングに励 

んでいます。 

まずは、手乗りに慣れさせる事から始めます。‘手乗り’と一言でい 

っても、肘から先を地面と平行に保ちつつ、フクロウ類の中で最大の 

ワシミミズク（学名は Bubo bubo、覚えやすい！）を乗せたままじっ 

としているのは、見た目以上にかなりしんどい！初めのうちは手に乗せてもすぐにホルスが落ちてしまいまし

たが、そこは飲み込みの早い二人（一人と一羽？）、毎日めきめきと上達し、最近では

手に乗せた状態でケージの外にも出られるようになりました。ホルスが林さんの合図で

大空を滑空する日が楽しみです。 

はむら ZOO とぴっくすでは、毎月この一人と一羽を追っていこうと思います。 

乞うご期待！ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ホオジロカンムリヅルのヒナ 

 ８月１３日、ホオジロカンムリヅルの卵が孵化しまし

た。ヒナたちは、うずくまって寝ていることがあるので、

ビックリしてしまいます。しかし、考えてみれば当たり前

で、寝る子は良く育つのです。 

２０日もたてば体は倍になります。 

足が長く、骨太になるのがわかりま 

す。模様は、薄くなってきます。 

お母さん･お父さんの面倒見が良 

          いおかげで、すくすく 

と育ちます。ヒナたち 

も早くきれいなホオジ 

ロやカンムリになるよ 

う、たくさんご飯を食 

べ、よく寝ています。 

まもなく、断翼
．．
の時が来ます。大人に 

なるための試練です。その後、違う場所 

へ移動してしまいます。しかし、きっとまた皆様にお目

にかかる日が来ます。その時をヒナたちも楽しみにして

いるはずです。 

 

 今年生まれのペンギンのヒナは３羽です。 

８月中旬、巣箱を飼育係が取りました。すると、

なんともかわいらしいヒナたちが・・・。鳴きつい

てエサをおねだりしたり、後をついて歩いたり。

これこそ、ヨチヨチ歩きですね。 

 ペンギンを始め、トリたちには個体を識別する

ための翼帯
．．
がついています。左右・色の違いで

お母さん・お父さんが分かります。ヒナたちの両

親を探して見てくださいね。 

例）メス 右翼 カッパー色 

イヒヒヒヒ・・・ しめしめ 

誰にも気づかれていないな

絶対に 

離すものか！！ みたな～ 

子供でも立派な歯があるから、

しっかり保定してね！ 

Q.左の写真、ビーバーの子供を捕まえて、何をしているかわかりま

すか？   ―A.答えは「雌雄判別」です。 

外見から簡単に雌雄がわかる動物もいれば、触診してみなみとわからない動

物、しないとわからない動物と様々いるのです。この写真は、ビーバーの下腹

部付近を触診しているところです。♂だと、つまようじ位の細い棒があって、♀

だとなくて・・・う～ん、雌雄判別も動物によってこんなに違う 

なんて、奥が深いですね。 

さて、四つ子のビーバー達はどちらだったのかな？ちなみに、この四つ子達、先月名前が 

決定しました。（はむら ZOO とぴっくす 8月号参照）でも、 

ご心配なく。男の子でも女の子でも大丈夫な名前が揃っ 

ていますよ。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

エミュー   （英名）Emu  （学名）Dromaius navo ehollandiae  

   頭高：約１．７５ｍ  体重：約５０ｋｇ  生息地：オーストラリア 

 まだまだ暑さが厳しいですが動物達にとっても暑さは大変なようです。

 動物公園では、♂の“カイト”、♀の“お母さん”、お母さんの子供の“ミ

ュー”という３羽のエミューを飼育しています。この３羽、水浴びが大好き

で、エミューの隣、トナカイ舎の掃除をしてい 

ると、寄ってきて、「水をかけて～！」とおね 

だりをします。動物達もこんな風に工夫して、 

暑さを乗り切っているんですね。 

      実習生 中村有里沙 

知っていますか？250匹のモルモ

ット達、毎朝飼育係が 1 匹ずつチェ

ックしているんです。顔見て、体見

て、眼球にも傷がないか確認を･･･

なかなか忍耐力のいる作業です。

早期発見・早期治 

療できれば、治り 

も早いですからね。 

ご苦労様です。 

ペンキ塗りたて！！ 

 園内の端から柵の錆を落としては、緑色

のペンキを塗っています。サル山は高いの

で、命綱を頼りに・・・。高所恐怖症ではなく

ても怖いです 

よね。頭が下 

がります。 

ハギ  

              マメ科  

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。 

 オリジナル商品、タペストリーを作

っています。１つ１つ手作りで愛情込

めて作っています。しかし、売れ筋商

品なので追いつかない時もあります。

その時は、声を 

かけて下さいね。 

モモイロペリカン   （英名）White Pelican  （学名）Pelecanus onocrotalus 

             全長：約１．６ｍ   体重：約１０ｋｇ 

 世界には７種のペリカンがいます。当園のペリカンはモモイロペリカンです。サバンナ園が出来た時、外国

から輸入され、日本池で気候等に慣れさせて、サバンナ園にやってきました。４羽のモモイロペリカンは♂２

♀２で搬入されましたが、のちに雌雄判別をしたところ、全頭♀というこ 

とが判明しました。これには困りました・・・。将来は繁殖も考えていまし 

たし・・・。そこで、上野動物園と連絡をとり、♀２♂２を交換することにな 

りました。ですので、今は♀２♂２の４羽で仲良く暮らしています。 

 ペリカンのえさは、魚“アジ”です。１日に３～４ｋｇ食べます。それをプー 

ルの中に投げると、一斉にプールに入り、大きい嘴を使い上手に食べま 

す。これからの時期は、落ち葉がプール内に浸入してくるため、週１回の 

プール掃除がかかせません。とても大きいプールなので大変ですが、 

ペリカンのために常にきれいにしていたいものです。（担当 本宮） 



 
 
 
 
 
 

〈９月のイベント〉 

・バードカービングを学ぼう！ 

 開催日：9 月 17 日（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 16・17・18 日（土・日・祝） 10:00～15:00 

 参加費：子供 50 円、大人 100 円 

・はむら ZOO ウイングスミニコンサート 

 開催日：9 月 18 日（祝） 15:15～ 

 場所：わくわくスタディルーム 

・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 

 場所：芝生広場・わくわくスタディルーム 

〈１０月の予定〉 

・世界の動物を救おう！動物愛護チャリティーフリーマーケット 

 開催日：10 月 21・22 日（土・日） 9：００～15：30 

 参加費：1000 円（１日・1 区画 3×3ｍ） 

 申込：10 月 14 日（土）必着 

  ＊Fax・E-MAIL・はがきに必要事項を記入の上、お申込ください。 

   必要事項：氏名、年齢、住所、電話・FAX 番号、 

必要区画数、出店希望日、出店品物 

・芋煮会 

 開催日：10 月 8 日（日） 11:00～ 

 場所：芝生広場   ＊限定 300 食（なくなり次第終了） 

〈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。 

 

 

照れ屋で正面からの写真を取らせてくれない田中さん、動物 

のことになると、眼鏡の奥から涼しげな目が光を放つ・・・・・ 

いえいえ、面白いことを言おうとしている時が一番生き生きとした目を

します。羽村市動物園ができて 4 年後には、もう動

物園で働いていた田中さん、まさに羽村 ZOO の生

き字引です！ 

ブタが大好き、趣味は全国動物園巡り。車とナビ

があれば、どこでも行っちゃいます。動物のことな

らなんでもござれの田中さん、これからも勉強させ

ていただきます。 

編集後記

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      稲穂 

朝晩の冷え込みが秋を感じさせる季節

となりました。色々な動物達の獣舎内温

度を調節するのが難しい季節です。一年

を通してですが、飼育係は天気予報チェッ

クを欠かしません。動物達は自分で薄着

をしたり、毛布を用意してかぶったりでき

ませんからね。飼育係は動物園の縁の下

の力もち！頼もしいですね。 松嶋・西川


