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今年度の開始式は４月１２日、１４名の９期生を迎えて総勢７５名、田中園長から１年間の活動を依頼されました。
今年の１０年表彰は、４期生１０名 園長から表彰状と記念品が手渡され（贈られ）ました。
研修では、池田係長から、園内の見所・おすすめ動物の紹介と共に、
「動物園サポートクラブ」について説明があり
来園者への案内に役立てられる内容となりました。
総会では、前年度の事業報告で、ツアーガイドが６２回実施され、1.577 名の参加者があったこと、ミニツアーガイ
ド（毎週日曜日実施）では、４６回の日曜日に７２７名のお客様にガイドを実施したことが報告されました。
新年度計画については、前年度の活動計画に加えてポイントガイドの日を設けることとなりました。

円山動物園ボランティア会
代表世話役
高橋淑子
平成 27 年度が始まりました。キーワードは「新」で
す。
4 月 1 日には昨年 12 月 21 日に生まれたホッキョクグ
マ・ララの赤ちゃんが公開され、新しいアイドルとして
人気はうなぎのぼり・
・
・4 月の入園者数は昨年度比 300％
増しとのこと、半月足らずで 2 万人を超えるものとなり
ました。
ボランティア会では久々に 9 期生が募集され、15 人が
新たに加わりました。中でも注目なのは 3 人の大学
生・・・平均年齢をグンと下げてくれています。新人さ
んのフレッシュな発想は新風を吹きこんでくれることで
しょう。組織をみると、総務部・研修部・事業部が活動
をスタートし、新体制は万全です。
動物園の施設ではモンキーハウスの室内展示場が新
しくなり、モンキーたちはずっと身近に・・・。9 月に
はアフリカゾーン、サル山が新装オープン予定。今から
ワクワク、期待が高まります。
アニマルファミリー制度に変わり、サポートクラブが
新発足。寄付は順調に集まっています。
そんな「新」尽くしの中で昨年度同様代表を務めるこ
ととなり、ちょっと気が引けるのですが・・・気持ちを
新たに・・・来園者には新たな発見を、ボランティアに
は新たな喜びを、そして動物園には入園者数の新記録
を・・・と目標を立てて努めたいと思いますので、よろ
しくお願いいたします。
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円山動物園
経営管理課長（副園長）三井 雅勝
ボランティア会の皆様には、ツアーガイドをはじめ、
長年に渡って多大なるご協力・ご支援を賜り、心より感
謝を申し上げます。
円山動物園は今年度から、100 万人を大きく超え、来
園者の満足度が高く、市民も誇りに感じる魅力的な集客
施設としてスタートいたします。
（私からの宣言です。
）
そのためには、お客様目線に立って、より職員・委託
業務スタッフ・ボランティアの皆様と情報共有を図りな
がら、お互いに協力連携していくことが非常に大切であ
ります。
特に、環境学習として「動物園での学び」は、皆様の
分かりやすいご説明とおもてなしの心が、より来園者の
満足度を高めるものと思います。
今年度は、4 月 1 日のホッキョクグマ赤ちゃんのデビ
ューに始まり、秋にはアフリカゾーンとサル山のオープ
ンが予定されており、明るい話題が多く、非常に充実し
た 1 年になります。
私も 4 月 1 日から動物園デビューを果たし、100 万人
超えを目指して精一杯取り組みますので、何卒よろしく
お願いいたします。
最後になりますが、今年１年、皆様のご健康をご祈念い
たしますとともに、益々ご活躍されますことを、心から
ご期待申し上げます。

９期生自己紹介（メール到着順、未着の方は次号にて）
①お名前 ②志望動機 ③好きな動物 ④その他
①小関美和（クマチカ）
②動物たちの命の輝きを皆さんと共に感動したいです。
③ペンギン
①葛西仁太（クマチカ）
②大学以外の環境で人と関わりたく志望しました。
③エゾヒグマ
①藤田明美（やせい）
②オランウータンを見ているときに、ゴリラといってい
る人がおり、ボランティアのユニフォームを着ていると
間違いを指摘できるのではないかと思いました。
③カバ
①柴田みち子（やせい）
②は虫類が大好きで、は虫類に通うにはボランティアに
なるのが一番と思いました。
③は虫類
④大人が参加でき、楽しめるイベントがもっとあったら
と思います。

①工藤敦子（やせい）
②２年前に定年退職、その後の自分の楽しみで応募しま
した。
③ユキヒョウ
④老いも若きも、癒される場所でありますよう希望しま
す。
①井口博恵（ふれあい）
②動物がとても好きで、少しでも動物たちの近くで活動
できたらと思い志望しました。
③シマエナガ
④先輩方に負けないように頑張ります。
①河合史佳（クマチカ）
②動物の魅力を伝えたいと思い志望しました。
③シャチ
①大森和代 （クマチカ）
②図書館での読み聞かせで子供達から色々質問が来るの
で勉強しようと思い志望しました。
③類人猿（オランウータン）

動物園の感謝祭
３月２２日（日）動物園感謝祭が科学館ホールで開催されました。
獣医さん、飼育員さんが普段面倒を見ている動物たちの裏側を紹介し、動物園の仕事に親しみを持ってもらおうと工
夫を凝らしました。
獣医さん方は、動物病院で治療に使う器具や、眠らせるときに使う吹き矢など、を展示すると共に吹き矢の体験もさ
せてくれました。
飼育員さん方は、動物の毛皮を展示したり、蛇の抜け殻をラミネート加工したり、生きたシマヘビやポールニシキヘ
ビにさわらせてくれたりしました。
私達ボランティアもお客様に喜んでいただくために、プラバンストラップ作り、フェイスペイント、動物名当てクイズ
ヘビの抜け殻･カメの甲羅の展示など、各班ごとにコーナーを設けてお客様に喜んでいただきました。
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アフリカゾーン開館間近
～飼育員さんは心配です～
4 月 12 日のボランティア活動開始式での園長挨拶で、
入園者数が前年の９２％８７万人だったことが報告され、
今年度はホッキョクグマの誕生、アフリカゾーンのオー
プンによる入園者数の増加が期待できるので、100 万人
を目指すとのお話がありました。池田係長からは開園以
来の入園者数が今日にも５千万を達成する旨の報告があ
りました。
（事実当日達成し、夕方のニュースで報道され
た。
）
簑岡係長からはアフリカゾーンの外構工事が６月か
ら７月初めに完成し、その後動物たちの引っ越しになる
とのことでした。

するそうです。
カバやキリン達は用心深いので、
檻に入ってくれるか、
心配だそうです。そこで慣らすために出入り口のすぐ外
に檻を設置して慣れさせるとのことです。
エランドは「ブッチョ」だけですが、屋外にトンネル
の檻を設置して檻に入れる予定だそうです。
２頭のシマウマでは「飛馬」が特に神経質ですし、
「ス
モモ」は高齢ですので怪我をさせないように特に気を使
うそうです。
また、ダチョウは動きが早いので、首を素手で捕まえ
て強力なキックをさせないようにして檻に入れるのだそ
うですが、飼育員さん達の体力勝負だとのことです。
一方、肉食動物たちは吹き矢で麻酔をかけて眠ってい
る間に移動するそうです。
それにしても、ｘデーまで、担当者の努力が続くと言
うことです。
（ワイルド班 水戸久仁子）

動物の引っ越しに関して、キリン担当の田村飼育員に
伺うと、
現在の熱帯動物館から数十メートルの移動だが、
草食系の動物はそれぞれの体に合わせた檻に入れて移動

『新企画』園内樹木紹介
これから各号で、園内各所の樹木を紹介します。ガイドの参考にしていただける
と幸いです。
一回目は、
「かつら」です。広葉樹の在来種で、円山には大木もあります。
園内で目立つのは写真のように、熱帯動物館のトーテムポールの間から、コカコー
ラ売店に向かって見える木です。
私たちの登園口、セブンイレブンの横にもあるのでご存知の方も多いと思います。
葉がハート型をしており、秋に散るといい臭いがします。張るには、新芽が赤く
見え、春もみじの中に数えられます。園内には他にも「かつら」は沢山ありますの
で、ガイドの時探して見るのも楽しいと思います。

三拍子（赤ちゃん･休日・天候）そろったゴールデンウィーク
今年の春祭り期間の内の 4/29～5/6 九日間で 10 万人を越える入園者がありました。
最高は 5/3「憲法記念日」で 2,2 万人を越え、その他の休日も 1 万人以上の入園者があり、トータル 102,212 人（昨年
比 13,2％増）となりました。
例年のゴールデンウィークは寒い日があり、天候も悪く人出はこんなにありませんでした。ところが今年は、桜が例
年より早く咲きだし、好転にも恵まれ、ホッキョクグマの「ララ」の子どもを見るためのお客様でごった返しました。
また、この期間に「ララ」の子どものプールデビューもあり、テレビによる放映とあいまってこの数字になりました。
この調子で行けば、秋に行われる「アフリカゾーンのオープン」
「サル山リニューアル」等でも入園者増が予想されるの
で、100 万人の目標に達することが期待されます。
3

シンガポールＺＯＯへ行ってきました
『シンガポール動物園へ行こう』こんな声に集まった６
人衆で、３月１６日から２０日まで行ってきました。今
回私たちが最も楽しみにしていたのは、
「ジャングルブ
レックファースト」と行って、オランウータンと一緒に
朝食を体験することでした。

そして、食事が終わった者から森へ戻っていきました
が、決して私達の食べているところへ入り込むことはあ
りませんでした。ガラス越しではないオランウータンと
の朝食会は、残った彼らとの記念写真と共に一生忘れな
い思い出となりました。
人間と動物との間には、殆ど仕切りが無くそれぞれの
動物の習性を上手く利用して見せてくれています。この
動物園の売りである「自然に近い状態の展示」を満喫し
ました。
さらに世界８大河川を再現した「リバーサファリ」
・夜
の生態だけを見せる「ナイトサファリ」
・巨大なガラスド
ーム植物園「ガーデンズ・バイ・ザ・ベイ」
、世界最大の
海洋水族館「シー・アクアリウム」
、滝をすっぽりと覆う
ネットの中に 5000 羽の鳥たちがいる「ジュロン・バー
ドパーク」
、世界の蝶が乱舞する「バタフライパーク」な
ども見学したシンガポール３日間でした。

9:30 からの園内レストランでの朝食会へ直行。既に数
組が開園を待っており、６人思い思いの食事を手に席に
着くと、軽快な係員のトークで食事会が始まりました。
すると飼育員の準備した食べ物にオランウータン家族が
続々と森の中から集まってきて、私達が食事をしている
目の前で彼らの
朝食も始まりま
した。

（やせい班 伊藤 剛）

訃報
ナマケグマ『ゴマキ』
本日、ボランティア室に入りましたら、ゴマキが昨夜～今朝
（４/２５）亡くなりましたとの訃報が掲示されていました。
なかなか見せてはくれませんが、愛くるしい顔をしたクマで
した。日本で唯一ナマケグマが展示されている動物園であり、
クマチカ班の誇りでもありました。１５歳年下のマックとの同
居はあまり上手くいかず、先立たれ寂しい思いをしたことと感
じています。３１歳、日本生まれで大好物のシロアリを何回食
べたでしょうか。
安らかにお休みください。
（クマチカ班 福田 努）
編集後記
代表の挨拶にもあったように「新」を目指して編集に取り組んだ。＊各部の構成も新しくなり、ニュースレターも総務部の中に位置付けられ
た。メンバーは古くとも新しい視点で動物達の情報を発信出来るように頑張ります。皆さんから新企画･写真投稿等募集します。

今年度もどうぞよろしくお願いします。

編集担当 一同
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