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２０１５年・未年がスタートしました。羊は西洋では
神への捧げもの（生贄）としてあるいは紙の代わり(羊皮
紙)として身近でしたが、日本では、奈良・平安時代に輸
入されても高貴な人のもとに留まるだけで、繁殖・飼育
されるようになったのは２０世紀に入ってから。それで
も、北海道では飼育頭数も全国で断トツ、ジンギスカン
としても私達にはおなじみです。
こども動物園にいるのはコリデール種です。スペイン
で改良された最高級の羊毛種・メリノーとイギリス原産
の長毛種で肉質良好なリンコルンという二つを掛け合わ
せてニュージーランドで生まれた毛肉兼用種です。体は
小型、♂♀共に角が無いので、子どもたちの相手にはち
ょうど良いですね。ウシ目ウシ科の羊には３２本の歯が
あり、上の前歯はなく歯茎のみ。原種の羊は１年に１回
換毛期があったのでそこで抜け落ちた毛が衣服に利用さ
れたのが始めだそうですが、今では改良種のため、抜け
落ちることはなく、動物園でも毛刈りをします。
聖書の有名なお話・迷える子羊は、１００頭を連れて
いた羊飼いが、９９頭を残して１頭の迷子を探しに行く
というものです。このお話は羊飼いの慈悲深さと、迷っ
ていても戻ってくる羊の信仰心を表していると言います。
私たちボランティアもたまにいろいろな方向へとさまよ
いますが、動物園や仲間達が辛抱強く待っていてくれる
し、探しに来てくれるように・・・ちなみに群れで行動
する羊ですが、リーダーはサル山のように統率力のある
１匹という訳ではなく、その時々で危険を察知した者、
方向を示す個体が動き出せばそれに皆が従うという習
これもボランティア活動の理想的姿だと思います。
性で、
ララの赤ちゃん、アフリカゾーンの完成・・・と期待
が高まる未年にふさわしい活動をこの一年よろしくお願
いいたします。
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札幌市円山動物園
園長 田 中 俊 成

ボランティア会の皆様、明けましておめでとうござい
ます。
日頃より園内のガイドツアーはもちろんのこと、団体
が来園された際のガイドをはじめ、園の行う様々な事業
に対しご協力をいただきまして、誠にありがとうござい
ます。
ガイドツアーに参加された方々からは、大変好評の声
を多数いただいておりますので、今後も多くの方々にご
利用いただけるよう、様々な機会を通じてＰＲさせてい
ただているところでございます。
さて、昨年は、コツメカワウソ、レッサーパンダ、ホ
ッキョクグマなどの赤ちゃんの出産により、多くのお客
様にご来園いただくことができ、
『繁殖の円山』を強く
印象付ける一年となりました。
本年は、新たな施設となるアフリカゾーンがオープン
します。熱帯動物館の老朽化に伴う新築で、現在熱帯動
物館で展示している動物たちのほか、新たにミーアキャ
ット及びハダカデバネズミを導入します。アフリカゾー
ンの見どころとしては、カバプール側面にからガラス越
しに観察できるようにし、また、キリンと同じ目線で餌
を食べる様子が観察できる等、動物たちの行動を様々な
角度から効果的に見せる工夫する他、食物連鎖や動物の
共生といった『いのちのつながり』が表現できるよう動
物たちを配置しております。
また、施設の充実としてホッキョクグマ・アザラシ館
の新設に取り組んでまいります。
さらに、昭和 54 年度以来となる年間来園者数 100 万
人の目標達成のため、１人でも多くのお客様をお迎えし
目標に近づけるようにしたいと考えており、新年度以降
もこれを維持していきたいと考えております。
本年もまた、どうぞよろしくお願いいたします。

モンキーハウスリニューアルオープン
モンキーハウスは 1984 年（昭和 59 年）に造られまし
たが老朽化もあって 2014 年夏から改修工事のため閉館
していたモンキーハウスが昨年 12 月にリニューアルオ
ープンしました。人気者のモンキーたちはその間、熱帯
動物館で仮住まいしており、来園者も見ることができま
せんでした。
旧施設は屋内展示場ガラスの内側に檻があったため、
来園者には見づらい状況でしたが、檻が取り払われ、強
化ガラス越しにその行動がすぐ近くに鮮明に見ることが
出来るようになりました。
ガラス越しにモンキーたちの行動が間近で見ることが
出来るので、来園者もモンキーたちの仕草に感嘆の声を
あげています。いずれも絶滅危惧種の珍獣ばかりですが
近年、パートナー等が死亡して一人ぽっちのモンキーも
おり、ちょっと寂しい気もします。

い姿を見に是非いらしてください
（やせい班

佐藤 國男）

モンキーたちの諸事情
熱帯動物館で公開しなかったのは、移動や環境変化に
よるストレスに加え、サル達が肉食動物の気配を感じた
のか、餌の食べ方も減り、体重を減らす個体も出たので
公開出来なかったそうです。
展示場の内側にあった檻が亡くなって非常に見やすく
なったモンキーハウスですが、サル達にはどんな影響が
あったのか、佐藤飼育員に伺いました。

しかし、気品があり、人気のダイアナモンキーは赤ち
ゃんが時々生まれ、その可愛い姿に癒されます。他のモ
ンキーたちも今後ファミリーが増え、賑わうことを願い
たいものです。

以前は檻があったので、サル達が勢いよく檻に飛びつ
いても怪我をする心配はなかったのですが、ガラスだけ
になって、サル達がガラス部分を壁と認識せず、勢い余
って激突して怪我につながるのではないかと心配があり、
新居に慣らすのに時間が必要であった。
また、新しくなって飼育員さんの作業も今までと勝手
が違うそうです。
たとえば、今までは檻が内側にあったので、動物を展示
したまま水洗いが出来たが、動物のいる檻に一緒に入ら
れないので、
動物を移動させて掃除をするとのことです。
他に、動物たちのための擬木に頭をぶつけないように気
をつけなければならないそうです。
（ワイルド班
上田 得一）

モンキー達のなかで、変わり種は南米原産のフサオマ
キザルで、ずば抜けて頭がよく、道具を使った優れた行
動をし、時には、人間の介護の役目をする個体もいるそ
うです。
リニューアルしたモンキーハウス、モンキーたちの楽し
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今年の干支展から
年が明けて平成２７年、干支は午年から未年になり、
それに合わせて動物園でも干支の羊展が開催されていま
す。その名も「北海羊新聞」です。
羊というと思いつくのは ① 家畜である。② 羊毛
がとれる。③ ジンギスカン・・・位ではないでしょう
か？
いえいえそんなことはありません。
この新聞には意外と多い羊の種類のことや雑学等々、羊
に関する話題がパネル１２枚に目一杯書かれています。
そのなかから少し抜粋すると、
・・・
まず、未年の人の性格、
「未年のかたは穏やかで人情家
だが頑固ともいえる心の強さを持つ。群れなす羊は家族
の安泰を意味し、いつまでも平和に暮らすと言われてい
る」なるほど～干支によって性格ってあるのですね。他
の干支の性格もちょっと気になります。
あと、羊は食品としての利点も多く、理想的な食材と
して評価が高いそうです。肥満防止におすすめと一時話
題にもなりましたよね。
他にも貧血や冷え性、免疫力向上等の効果もあるそ
う！凄いね・羊。
この干支展は残念ながら１月３１日までで終了します
が、園内にある「子ども動物園」には可愛い羊たちがい
るので、是非会いに来てくださいね。
（ふれあい班
高橋 しのぶ）

冬の特別展 ～ 深海生物展
地球上でも特異な姿を持つ深海生物。深海は、太陽の
光が届かない暗闇の世界です。陸上よりはるかに高い水
圧がかかり、水温も低い。そのような深海に生きる生物
の謎だらけの生態、体の構造などを実物標本を中心に紹
介する深海生物展が開催（2015.1.1～31）されました。
動物園正門前には、世界一巨大な無脊椎動物で、最大の
眼球を持ち伝説的な海の生物『ダイオウイカ』
（４ｍ級）
の冷凍標本。
『ダイオウイカ』は何を食べ、イカにして天
敵（マッコウクジラなど）から逃れるか、そこは弱肉強
食の世界です。
展示会場の動物科学館を入ると、生きた化石で知られる
「シーラカンス」がお出迎え。世界最大の等脚類である
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『ダイオウグソクムシ』は、飢餓状態に耐えられる仕組
みを持っているとか？
（５年以上絶食したまま生き続け、
2014 年 2 月死んだ鳥羽水族館飼育の一個体が話題に）
。
また、美しい殻を持ち、90 本の触手を不気味に伸ばして
エビなどを食べる『オウムガイ』
（イカ、タコと同じ仲間
の頭足類）の生態展示など見所満載。このほか、生物の
進化や分類、系統などをパネルによりわかりやすく解説
しています。
深海とは一般的に水深 200ｍより深い海域のことをいい、
海の８割を占め、この暗黒空間は地球上に残された最大
の未知のフロンティア、ワンダーランドといえるでしょ
う。
（ワイルド班
小松 久恭）

冬の夜の動物園「クリスマス･スペシャルナイト」
夜間入園者 694 人約 700 人
夜の動物園では、カンガルー館･子ども動物園･熱帯動
物館･類人猿間･モンキーハウス･は虫類両棲類館・チンパ
ンジー館が見学可能でした。
動物たちの中では、モンキーハウスの動物たちが活動
的でしたが、オランウータンやチンパンジー達は外が暗
くなると共に寝る準備を始め、
「テイジロウ」などは、か
ごに頭を突っ込んで寝ていましたし、
「レンボー」は毛布
にくるまって顔だけを覗かせていました。
園内は日中降った雨で、通路はあちこちツルツル。寒さ
はそれほどでもなかったが、子供連れが多数来園してい
ました。
16:00 アメリカワシミミズクガイド（塚田キーパー）
を皮切りに 19:15 のアムールトラ「アイ」の給餌まで多
数のドキドキ体験メニューが実施されました。
レッサーパンダのお食事は相変わらず大人気で、二回
行われたミステリーツアーでは小学生以上 10 名の募集
に対して 3 倍以上の応募があり、毎回抽選が行われまし
た。
アムールトラの給餌でも、屋内展示室のガラスの周り
が 3 重 4 重に人が集まりトラが鹿肉や、馬肉に食らいつ
く姿に目を奪われていました。
ビューティー＆ビーストの JAZZ ライブも好評で、子
供達がリズムを取って参加していました。
（ワイルド班
上田 得一）

アジアゾウ３年後の秋に来る！

ミャンマーの動物園と基本合意
8 年前まで円山動物園には、雌のアジアゾウ「花子」
と「リリー」がいました。大きな体と長い鼻で、ゆった
りと歩きまわるゾウは、子供たちに大人気でしたが、平
成１１年に「リリー」が死に、同１９年には５０年以上
も動物園の人気者だった「花子」も死にました。
還暦のお祝いに「花子」はボランティアお手製の「赤
いチャンチャンコ」を身にまとい、たくさんの果物もプ
レゼントされ、嬉しそうにお客様に向かって何度も鼻を
振り上げ、お礼を言っている様子で果物を口に運んでい
ました。でも「花子」亡き後、円山動物園はゾウのいな
い動物園となりました。
小さなこどもたちにゾウ舎の前で
「ゾウはいないの？」
「どうして？」と尋ねられ、
「またゾウを飼って欲しい」
との声もたくさん聞かれる様になり、ボランティア１期
生の故木暮久人さんが中心となって、
「円山動物園に象を
呼ぶ会」が出来たり、ソロプチミストの方よりゾウを呼
ぶためにと寄付があったりしました。
一方、動物園でも将来に向けて着々と準備を進めてお
り、担当者を海外に派遣して新しい飼育方法や、飼育環
境について調査研究を進めてきました。
そうした事の積み重ねもあって、札幌市は平成２６年度
にゾウを導入することを最終的に判断しました。
今年１月 1 日付の北海道新聞には「２０１８年再飼育
へ円山動物園が方針」との記事が載っており、その導入
方針はまず雄１頭と雌２～３頭を飼育して、道内初の繁
殖を成功させ、将来的には５～６頭の群れを目指そうと
しています。そのために約２０億円をかけて新築される
ゾウ舎は屋内外合わせて約５千平方米、外には砂場や水
浴びもできる施設とし、柵越しにゾウの世話をする「準
間接飼育法」を取り入れるなどして、飼育員がゾウと同
じ空間に入らないため、安全に世話をすることが出来、
ゾウのストレスを少なくする工夫もされるとのことです。
（ワイルド班
水戸 久仁子）

☆新年行事から☆
正月 3 が日は、
例年のように無料開園が行われました。
元日は朝早くから入園者が後を絶たず、3 日間での入場
者数は 20,000 名を超え、
干支の記念品配布にも午後から
の配布にもかかわらず、午前中から列ができ、
瞬く間に終わってしまう盛況でした。
4 日日曜日には『子ども
餅つき』と『お汁粉配布』
が行われました。餅つき
は11 時12 時13 時の３回、
１臼 50 名の制限をして
搗いてもらいましたが、
３回のスタートには定員を超えるお子さんたちが並んで
いました。
お汁粉の配布はそれに先立って行われ500 食がお昼には
品切れになってしまいました。

今年も誕生、ホッキョクグマ
昨年 12 月 21 日、
「ララ」が出産しました。自然繁殖と
しては 8 頭目、まだ赤外線カメラでの確認ですが、飼育
員の清水さんのブログや動物園ニュースで知る範囲です
が、今年も 3 月末か 4 月には愛くるしい姿を見られ、動
物園がまた賑わうことでしょう

訃報
1 月 10 日未明、ニホンザルの「てつこ」
（23 歳）が、死亡しました。
死因は、腸捻転でした。
「てつこ」はアルファ雄の「中松」の妹に
当たります。朝、当日の担当者が発見し、外に運び出そ
うとしたときには、
「中松」が「てつこ」のそばにいて、
飼育員を威嚇したそうです。サルヤマが現在秋に向けて
改修工事の準備中であり、仮住まいでのしでした。
これで、ニホンザルの飼育頭数は、雄 33、雌 41 の 74
頭となりました。

編集後記に変えて・・おわび
新年号の配布が 1 ヶ月も遅れてしまいました。一月になって、編集責任者が、手術をすることになり、1 週間の入院
を余儀なくされ、パソコンを操作してこの紙面を最終的に作成してくれる担当者が、同じ時に、以前骨折した足から金
具を抜くために入院することになり、二人それぞれ別の病院に入りました。
退院後に依頼していた原稿を整理すると、発行日がずれたため、記事内容を訂正したり、新しい事項を書き加えたり、
削ったり、せっかく書いてくださった皆さんにはご迷惑をおかけしてしまいました。真に申し訳なくただただお詫びす
るだけです。
次号からは、ボランティア会の要綱も一部整備され 3 部制となります。9 期生も募集し、新しい目で編集されること
と思います。どうぞご期待ください。
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