
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

 

去年まで「カブトムシ舎」だった蒲鉾型鳥舎にウズラ 

をどんどん増やしてみたら？と飼育現場にお願いした 

ら、見事に「ウズラ王国」を再現してくれました。３０羽 

でスタートした昨秋には何処にいるのか探すのも大変 

だったのに、いまでは元気な姿で走り回り、キュルル・ 

キュリュル・キュルーと飛翔しながら可愛い声を聞かせ 

てくれます。植栽した竜のひげの茂みには抱卵中のタ 

マゴが塊状になっていました。孵卵機を利用した順調 

な育雛計画のお陰で約１５０羽になり、さらに３００羽を 

目指して繁殖して行きます。３０年ほど前には羽村の野原から飛び立つ姿が見られたのですが、今ではすっか

り家畜化してしまったのが残念ですね。でもご安心ください、羽村市動物公園では皆さんに里山内の「ウズラ野

生王国」をいつでも観察頂けるようになりました。また孵化したばかりの３～５ｃｍほどの可愛いウズラの赤ちゃ

んをいつでもよいこの皆さんに見てもらえるように、どきどきハンズオン西窓側に「ウズラのようちえん」を開園し

たところ、「スッゴイ！・ちびっこちゃん！かわいすぎ！ダッコしたい！」と大人気、すっかり、どきどきハンズオン

の仲良し動物の一員になってくれました。 

写真は６月に OPEN したばかりの「ゴロゴロ・ごろ寝広場」の芝生で撮りました。 

皆さんもランチにごろ寝に最 

適、心地よい広場をご利用く 

ださい。 

羽村市動物公園  

園長 赤尾壽允 

ウズラ ウズラ ウズラ ウズラ 

５月１９日、ワオキツネザルのあかちゃんが生まれました。 

お母さんはシズカ、お父さんはジョーです。 

今回は飼育係の北村さんに候補名をあげてもらいました。 

その中から選んでいただきます。どしどし投票してくださいね。 

投票期間：７月１日（日）～７月２２日（日） 

投票場所：ワオキツネザル舎 

 

候補名  （由来） 

１．サラ  （マダガスカル語で元気 salama） 

２．マザー （マダガスカル語で明るい mazava） 

３．タナ  （マダガスカルの首都） 

４．シュー （シズカの子どもだから） 
北村さんとシズカ親子 

私の名前を

決めてね。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〈７月の予定〉 

・ポニーライド        開催日：７月１日（日） １０：００～１５：００ 

・七夕飾り         開催期間：７月１日（日）～８日（日） 

・はむらＺＯＯウイングス 開催日７月７日（土） １４：００～ 

・うたっておどろう！保育園の先生と歌を歌おう！  

開催日：７月１５日 １３：００～１５：００ 

・｢サギ草｣鉢植え講習会 ＊申込者のみ実施 

開催日：７月１８日（水） １３：３０～ 

・アドバイ座「紙芝居」 開催日：７月２２日（日） １１：００～、１３：００～

・動物愛護標語募集 開催期間：～７月２９日（日） 

・・・備え付けの指定用紙に記入して応募して下さい。 

・夏休み夜間開園「納涼の夕べ」 

    開催期間：７月１３日（金）～８月２６日（日）までの金土日祝日 

    延長時間：午後４：３０～８：００ 

〈８月の予定〉 

・ポニーライド 開催日：８月５日（日） １０：００～１５：００ 

・バードカービング 開催日：８月５日（日）１３：３０～１５：３０ 

・サギ草展覧会 開催期間：８月５日（日）～１５日（水） 

・夏休み夜間開園「納涼の夕べ」 

       開催期間：～８月２６日（日）までの金土日祝日 

       延長時間：午後４：３０～８：００ 

〈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 

 13:15～ サル山 

美容と健康をかねて牛乳 

風呂にしてみました。 

・オオカミ・ハイエナガイド 

 13:45～ オオカミ・ハイエナ舎 

 オオカミとハイエナの比較を 

 行います。 

・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。 

・レッサーパンダスポットガイド 

14:30～ 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。 

・ペンギンランチ 

 15：00～ 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。 

 編集後記 

本編に載せたサル山の歯医者さ

ん、その現場を押さえるため小雨降

りしきる中、（仕事もせずに）サル山

に脚立をたててウン十分・・・しかし

現場は押さえられず（涙） しかし、

カメラのない時に限って動物達はい

い表情をするんですよねぇ・・・カメ

ラ、必需品です！   松嶋・西川 

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       

水上先生

ボランティア募集

しているブ～。

とぴっくすの編集後記に載っている写真、どっちが西川？どっちが松嶋？と思

い悩んでいた方、今月号でスッキリです！ロングヘアーがトレードマークの西川

さん、わくわく探検隊（イベント）でお馴染みの人も多いはず。 

林家に負けず劣らず、西川家もモルモット４匹、ヨークシャーテリア、ケアンテ

リア、ポメラニアン２匹、文鳥にメダカいっぱいと、動物盛りだくさん！そして趣味

は・・「イヌの足裏の肉球を触ること！」・・・きました、 

マニアックな香り。さらに驚きは、「３時間触り続けてたこ 

ともあるよ。」・・・！？ 触られていた本人（ポメラニアン）は 

気持ちよく寝ていたそうです。 

ぞくぞく   発掘！羽村 ZOOのおもしろい人達！ 

さあ来月号は、どんな人？ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

シマハイエナの同居開始！！！ 

皆さん、シマハイエナ舎が少し変わったのにお気づきになりましたか？そうなんです！！ 

ハイエナの同居を開始したのです。今回で３回目となる同居でついに成功しました。最初 

は、♀シマコが♂ダンキチに恐がって興奮してしまい、うまくダンキチと接触が出来ずに終 

わってしまいました。今回は、同居に立ち会う人員を減らし、獣舎から離れて同居を行いま 

した。すると、最初は興奮していたシマコも徐々に落ち着き、ダンキチとも接触はありました 

が、けんかもなかったため、その日から毎日同居を行っています。 

現在は、ダンキチ、シマコともに落ち着いていて、少しけんか？をすることもありますが、 

特に問題はありませんのでこのまま同居を続けていきます。 

今後はシマハイエナの赤ちゃんが見られるかもしれませんので期待してくださいね！！ 

（担当 大野） 

 

孵卵器から、ぞくぞくと雛が孵っています。今回は天然記念物・日本鶏‘声良’を紹介。 

声良という名前の通り、鳴き声を鑑賞するために改良された日本三大長鳴鶏（東天紅、唐丸、声良） 

の１つです。ちなみに、鶏はなぜ鳴くの？それは自分の縄張りを主張するため。東天紅がテノール、 

唐丸がバリトンだとすると、軍鶏の血をひく声良は低音のバスといったところ。そしてあの「コケコッコ～」の 

一声は、出し・付け・張り・落し・引きから構成され、その謡いは１０～１５秒も続きます。声良の最長鳴記録は２８秒！まだ「ピ

ヨピヨ」鳴いているこの雛も、いつの日か・・・。声良は軍鶏の血をひくだけあって、成鶏は大型で筋肉質。けれど人に馴れや

すく、東北地方産なのに寒さが苦手といったかわいらしい面も。成長が楽しみです。 

      ぶ～ぶ～サッカー ♪ 
 ミニブタ界でもサッカーが大流行？というわけではあり

ません。実は、園芸用のカゴを２つあわせてゴハンを中

に入れたものなんです。レタスや人参を入れたり・・・。で

も一番楽しく遊べて、美味しくいただけるのは青草なんで

す。すぐには出てこないため時間をかけてゆっくりと食べ

ています。時間をもてあまして 

寝ているだけのぶ～たちには 

もってこいです。これで、食べて 

すぐ横になってもブタになるな 

んて言わせません。 

 考案者は、「まさお君成長日 

記」の本宮さんです。 

手前 ♂ダンキチ 

奥  ♀シマコ 

２頭仲良くおやつの牛骨

 

今年の春の号外で紹介したヒョウモンガメの“まさお君”、皆さ

ん覚えてますか？はむらＺＯＯの仲間になって２ヶ月・・・。実は、

お友達も出来ました。インドホシガメさん７頭と仲良く暮らしてい

ます。ヒョウモンガメは成長すると甲長が７５ｃｍにもなると言わ

れている“まさお君”。１ヶ月の成長記録 

の始まりです。皆さんも読みながら、そし 

てたまには見に来て一緒に見守っていき 

ましょう。 （担当 本宮） 

甲 幅 １８．５ｃｍ 

甲 長 ２６．５ｃｍ 甲周り ５２．５ｃｍ 

甲 高 １４．３ｃｍ 体 重 ４．００ｋｇ 

ちなみに首～鼻先は８．０ｃｍでした。 



 
 

 ハンゲショウ ドクダミ科 

茎の先端の葉が白く変色してい

るのが特徴。小さな花が穂のよ

う咲くのが、夏至から１１日目の

半夏生のころ 

なので、この名 

がついたそう。 

 約４年間の短い間でしたが、やむ負えない事情により動

物園を去ることになりました。 

 色々な動物を担当しましたがサル類については全ての種

を担当することができたことは、本当に運が良かったと思い

ます。それぞれ違う魅力、良さがあり一言では語りつくせな

い沢山の経験と思い出ができました。その中でも、ニホンザ

ルの、全頭捕獲や、テナガザルのサツキと遊んだこと、ワ

オキツネザルの出産をみれたことは、一生の宝物です。 

 でも実は、明るく優しい職員 

の皆さんと別れることが一番 

名残惜しかったりします。 

ありがとうございました。   

（２班担当 北村 まゆみ） 

今年もやってきました 夜間開園？

         ビアガーデン？

この手は？ 

できあがってる１人と１頭。

こうしておサルのお尻も真っ赤か

になったのでした。（ウソ） 

 今年も動物園のサギ草は順調に育っています。

受講生は自宅でも栽培しているので、月１回の講

習会時には、双方の成育状況など話し合ったり、

共通の趣味に取り組む仲間達で１ヵ月後には咲き

始めるサギ草を前にして、楽しみながら講習には

げんでいます。（サギ草ボランティア 本道） 

園外からやってきた新入り動物達は、必ず 

２週間以上の‘検疫’期間を過ごします。検疫 

中の動物達の世話は獣医さんの役目。作業は、 

視診・検査・ワクチン接種といった獣医的な仕事と、どんな餌をどれくら

い食べる？性格は？などの飼育的な仕事の２つです。飼育に関する情

報は、検疫終了後に新しい担当者へバトンタッチする時に提供します。  

あくまでも「担当」ではないので、さらっ

としたお付き合いを心がけるそうです

が、中には懐く個体も。そのための条

件は、痛いこと＝治療をしないこと・・・

痛い事、恐い事が嫌いなのは動物も 

人も一緒ですね。 

 オカトラノオ サクラソウ科 

長く伸びた花序がトラのしっぽ

に似ていることか 

ら名がついたそう。 

わくわくスタンプラリー ７月２１日（土） 

～８月３１日（金）

園長先生のお話 ７月２１日（土）２：００～ 

場所はわくわくスタディルーム。 

すてきな賞品をゲットしよう！

Answer ルリコンゴウインコでした。

今は換羽の時期で、こんなにもこもこ

になっちゃいました。 

だるま
．．．

（ニホンザル♂４歳）です。 

最近のマイブームは「歯医者さんごっこ」。虫歯が

ないか、みんなの口を隅々まで点検して…サル

山の虫歯はボクが防ぐんだ！ 

以上サル山よりだるま
．．．

がお送りしまちた。 

※種明かし※ 虫歯の検診…なわけありません。 

ニホンザルには立派な頬袋があり、サル達は食べ

物をひとまず頬袋に入れ、後でゆっくり食事を楽し

みます。そこに目をつけただるま
．．．

君。口を無理やり

こじ開け、相手の頬袋から自分の頬袋にせっせと…

移し換え。強い 

サルだからできること、弱いサル 

はやられっぱなしです。 


