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2015 年は国際テナガザル年！
国際テナガザル年とは、国際自然保護連合（IUCN）によって
制定されました。テナガザルの住む熱帯雨林が森林伐採などで
減少していることや、ペットとして違法に取引されることによ
り、テナガザルは絶滅危惧種に指定されています。
テナガザルは類人猿であり、ゴリラなどに次いで人間に最も
近い一種です。実際に観察すると、尻尾が無いなどの類人猿の
特徴を確認できます。また、テナガザルの特徴として「歌」が
あります。彼らはお互いに様々なフレーズ叫び合うことで歌い
ます。これにより、互いの絆を深める、縄張りを主張している
と考えられています。東山動物園にはフクロテナガザルとボル
ネオテナガザルがいます。種によって歌にも違いがあります。
彼らの歌は遠くからでもよく聞こえるので、利き酒ならぬ、利
き「歌」をしてみてはいかがでしょうか。
（表紙：ボルネオテナガザル、裏表紙：フクロテナガザル）

活動報告
東山動物園くらぶでは「環境教育」を大きな目的として、東山動物園を中心に協同してさまざまな
活動をおこなっています。その活動の中から、昨年度に実施したものを報告いたします。それぞれの
活動報告の最後には、記事のレポーター本人のイラストを掲載しています。東山動物園くらぶのイベ
ントでぜひ彼らを探してみてください。

東山動物園検定

2014 年 5 月 11 日開催

このイベントは、より多くの市民が東山動物園の
動物や動物園について知り、興味を持って動物園に
来園していただくことを目的としています。今回で
3 回目となり、問題は東山動物園の「歴史」
・
「個体」
・
「生物」
・
「施設」
・
「時事」
・
「種」の 6 ジャンルに分
類して出題しました。当日は 45 人の方に参加して
いただきました。また、試験後には動物園職員の方
によるゾージアムの解説、飼料室の見学ツアー、学
生スタッフによる解説をおこないました。特に解説
スタッフによる解説の様子

では、受験者が積極的に参加していただくことがで
き、充実した検定となりました。

レポーターは、

次回は毎回参加していただいている方はもちろん、新たな参加者の

すずきです！

方にも楽しんでいただけるよう、工夫を凝らし、より魅力的なものに
していきたいと思っています。次回も 5 月 17 日に開催予定で、準備
も現在進行中です。東山動物園博士を目指しませんか？

第 12 回公開セミナー

人と動物の心のつなぎ方
～飼育員になるための脳みそと心～

2014 年 6 月 25 日開催

講師には東山動物園でアミメキリンの飼育を担当されている
渡邉友治さんをお招きしました。セミナーにはスタッフも含め
約 100 名の方に参加していただくことができました。今回は予
想以上の人数が集まり、座席が足りなくなるなどセミナー担当
としては嬉しい悲鳴もありました。セミナーの内容ですが、メ
インテーマは、「人と動物の心の繋ぎ方」でした。担当動物ア
ミメキリンのお話よりも、渡邉さんが考える担当動物とのコミ
ュニケーションや今まで渡邉さんが出会った飼育員さんのエピ
ソードを中心に講演が進められました。このセミナーで渡邉さ
んは、動物と関わっていく上で必要な「愛」について強調して
お話しされていたました。セミナー終了時間ギリギリまでお話
を続ける渡邉さんを見て、渡邉さん自身が飼育員というお仕事
や動物のことを本当に「愛している」ことがひしひしと伝わり

講演の様子

ました。セミナー後の懇親会でも、渡邉さんを囲んで多くの参
レポーターは、

のだです！

加された方々と楽しくお話することができました。とても有意
義なセミナーでした。
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活動報告
東山こどもガイド 2014

2014 年 9 月 23, 28,日, 10 月 12 日開催

東山こどもガイドとは、小学校高学年の子どもたちが
動物園での勉強や実習を通して担当動物のことを深く
学び、最終日には来園者の前で担当動物のガイドをおこ
なうイベントです。おかげさまで、今回で 8 回目の開催
となりました。
今回のガイドでは、これまでのこどもガイドの歴史上
初となる雨天で 3 日目のガイドが延期するというプチハ
プニングがありました。ただ、前日の天気予報で雨が降
ることがほとんど確定していたので、大きな問題なく無
事にこどもガイドを実施することができました。当日の

ネコ耳をつくる子どもたち

来園者は 2 万人以上で、子どもたちのガイドも大盛況！用意していた
景品のシールが底を尽きるくらい、たくさんの来園者の方に聴いても

レポーターは、

らうことができました。また、今回のガイドではクイズと劇でガイド

くぼです！

をおこなうという試みを取り入れました。これは、来園者の方にクイ
ズをだし、その解答をコスプレした子どもたちが劇やものまねをして解説するというもので
す。クイズという来園者参加型のガイドの形をとったことで、より多くの方に楽しみながら
ガイドを聴いていただくことができたと感じます。今年のこどもガイドは、10 月 11 日開催
予定です。子どもたちの元気なガイドをぜひ聞きに来てください！

SAGA17（Support for African / Asian Great Apes）
会場：日立市かみね動物園 2014 年 11 月 14, 15 日参加
SAGA とは、アジア・アフリカに暮らす大型類人猿を支援する集いがおこなっているシンポジウムです。
そこで東山動物園くらぶの活動について 5 題のポスター発表をおこない、私は公開セミナーについて発表し
ました。市民の方々に特に興味を持ってもらうことができました。過去のセミナーに参加された方もおり、ア
ンケートからは得られない生の声を聴くことができ、今後のセミナーの企画・開催にとても参考になりまし
た。
また、講演会も興味深いものばかりで，特にアトラ
ンタ動物園飼育員のタラ・ストインスキーさんの海外
のゴリラの飼育や繁殖についての講演は大変興深い
ものでした。アメリカでは動物園におけるゴリラの持
続的な繁殖が計画的に進められていることを知りま
した。動物園は今飼育している個体だけでなく、今後
生まれてくる個体のことも考慮して飼育・繁殖を進め
ていかなければならないのだと思いました。
交流会やエクスカーションのかみね動物園見学で
は多くの飼育員さんと知り合うことができました。動
物園見学の際には、ニシキヘビの飼育員さんから「ヘビの個体管理」

ポスター発表の様子

や「ふれあいコーナーで来園者にヘビを触らせる際の注意点」などを
教えてくださいました。勉強になることばかりで、個人的に最高の時
間を過ごすことができました。

-3今回の SAGA では、かみね動物園の飼育員さんを含めて多くの飼

育員さんとお話する機会があり、今後の活動をおこなう上で有意義

レポーターは、

あだちです！

活動報告
第 2 回東山動物園寄席
～動物園とかけまして、落語とときます。そのこころは～
2014 年 11 月 23 日開催

年に一度、動物園で落語を聴くことが出来るイベント、
東山動物園寄席も今回で 2 回目の開催となりました。普段
動物園にあまり行かない方にも動物園に足を運んでいただ
き、東山動物園やそこに暮らす動物について楽しく知って
もらうことが大きな目的です。今回は江戸屋小猫さん、古
今亭志ん八さん、林家二楽さんにご公演していただきまし
た。まず江戸屋小猫さんによる動物の声帯模写です。「皆
様はラーテルの鳴き声は分かりますか？」などという問い
かけから、思いもよらない鳴き声が出てきて会場から「へ
～！」という声があがりました。古今亭志ん八さんは金魚
が主人公の落語を披露してくださいました。林家二楽さん
は切り絵でお客様のリクエストに応えて、コアラからウル
トラマンまで何でも切ってくださいました。統括として息
巻いて臨んだ僕も、つい立場を忘れて大笑いしてしまいま
レポーターは、

たなかです！

した。公演後におこなったアンケートでは、参加者の 4 分
の 1 の方が落語初体験だったのにも関わらず、今回の寄席
企画を面白いと感じた方は全体の 9 割以上を占めていまし
た。今年も寄席を開催する予定です。お楽しみに。

動物園訪問：よこはま動物園ズーラシア

2015 年 2 月 23 日(月)訪問

ズーラシアは「生命の共生・自然との調和」をメイ
ンテーマに掲げる日本最大級の動物園で、世界の気
候帯・地域別に分けて動物が飼育されています。園内
は多くの木々に覆われ、豊かな自然の中でのびのび
と暮らす動物たちを観察することができます。約 100
種 600 点いる動物の中、私の一番のオススメはスマ
トラトラです！お母さんのデルと 2014 年 8 月 4 日
に生まれた双子のミンピとダマイが仲良くじゃれる
姿を見ることができました。特に、子どもたちがまだ
少しぎこちない足取りで広い獣舎を走りまわる姿に
癒されました。スマトラトラは国内繁殖例が少ない

スマトラトラの親子

ので、子どもたちが立派に成長して、次の繁殖に繋げ
てほしいです。ぜひ一度ズーラシアを訪れて、子ども

レポーターは、

たちの元気な姿を観察してみてはいかがですか？

すずきです！
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活動報告
動物園訪問：横浜市立野毛山動物園

2015 年 2 月 24 日(火)訪問

この動物園は、住宅街の中にありさらに入場料も無料というこ
とで、あまり規模は大きくないのかと思っていました。しかし、
実際に訪れてみると、予想以上に大きく、見どころ満載でした。
気づけば、予定していた倍の時間を園内で過ごしていました。こ
の動物園にはインドライオンやアミメキリンなど様々な動物た
ちが暮らしていますが、一番の人気者はなんといってもフタコブ
ラクダのツガルさんでしょう。世界最高齢ラクダとして知られる
ツガルさんですが、残念ながら昨年 2014 年に天国へ旅立ってし
まいました。推定 38 歳で、人間の年齢に換算すると 120 歳にも
なるそうです。実際に会うことはできませんでしたが、長年野毛
山動物園のアイドルとして活躍してくれたツガルさんに追悼の
意を表し、彼女が暮らしていた獣舎を利用して特別展が開かれて
たくさんの人に愛されたツガルさん
レポーターは、

こがです！

いました。当時の映像や写真のみならず、ファンの方々からの贈
り物やメッセージが数えきれないほど展示されており、彼女がい
かにみんなから愛されていたのかよく分かりました。動物と動物
園職員、来園者との絆を感じ、とても温かい気持ちになれる動物
園でした。

動物園訪問：東京都恩赦上野動物園

2015 年 2 月 25 日(水)訪問

東京都恩赦上野動物園に行ってきました！人生で初め
てのジャイアントパンダや、小獣館でアリのような暮らし
をしているハダカデバネズミを見ることができました。
2011 年にオープンしたホッキョクグマとアザラシの海に
は、ホッキョクグマのデアが飼育されています。一緒に飼
育されていたユキオは去年の 11 月に亡くなってしましま
したが、現在はデアが飼育場のなかを元気に動き回ってい
る姿を見ることができます。走って餌を取りに行ったり、
水中で動き回るダイナミックなシーンを見たりすること
が出来ました。ガラス越しに足の大きさを間近で感じるこ
ともできました。近くの水槽では生息域の近いアザラシの
キャンディが飼育されており、好奇心旺盛なキャンディは

水中で動き回るデア

来園客の持っているスーパーボールを興味津々で見つめ
ていました。この施設には他にも極地に住むすバールバル
ライチョウやアシカなども見ることが出来ます。この施設
以外にも様々な見どころがある施設が多い動物園なので、
一日かけてゆっくり観ることがおすすめです。
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レポーターは、

みずのです！

Pick up!
第 13 回公開セミナー

ZOO レボリューション 21

～21 世紀の動物園革命～

2015 年 2 月 13 日開催
今回のセミナーは、東山動物園くらぶの落合知美さんからの希
望もあり、落合さんの今までおこなってきた活動の軌跡について
お話をしていただきました。こども時代のエピソードから、大学
生時代に立ち上げた全国を対象にした NPO 法人市民 ZOO ネッ
トワーク、そして現在地域を中心とした活動をおこなっている
NPO 法人東山動物園くらぶに至るまでの軌跡を、75 分間たっぷ
りとお話しされました。また今回は裏テーマとして、落合さんの
東山動物園くらぶ卒業というテーマもあったため、今までおこな
ってきたセミナーとは趣の異なるものになりました。学生がダン
スをしたり、参加者の方々やスタッフ全員で落合さんと記念撮影
をしたりと、講演後にちょっとしたレクリエーションを開催しま
した。そのまま最後には楽しい雰囲気でセミナーを終えることが
できました。大学時代から動物園動物の飼育環境向上を目標に活
動されてきた落合さんの講演は、飼育員を目指す私にとって興味
深いものでした。落合さんから学ぶことはたくさんありました。
今後少しでも学んだことを活かしていきたいと思います。

レポーターは、

あだちです！

講師からのメッセージ
このたび、名古屋を離れることになり、セミナーで
発表をさせていただきました。東山動物園くらぶの立
ち上げから関わってきましたが、このような楽しい団
体に成長したことをうれしく思います。今回のセミナ
ーは私からの申し出に対し、「13 日の金曜日に開催しよ
う。
」「革命ならば ZOO レボリューションじゃない？」
「じゃあ ZOO レボリューション 21 だね！」と話が広が
り、告知ポスターも革命風に作成して、動物園くらぶ
らしい展開で企画が進みました。タイトルから、「もち
この日のために結成された
「ZOO っといっしょ娘。」

ろん踊ってくれるんだよね？」と学生たちにお願いし
ました。こんな経緯から、当日のセミナーでは学生の

ダンスを見ることができました。また、私が地ビールが大好きなことから、懇親会では地ビール飲み放題の
お店を予約してくれました。そのためにたくさんの大人メンバーの資金的サポートもいただきました。この
セミナーは東山動物園くらぶの活動の縮図だったと思います。今まで一緒に活動してくれた皆様、さまざま
な活動に参加してくださった皆様、サポートしてくださった皆様に、感謝の意を表します。
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東山アイドル図鑑

-私のイチオシなアイドル紹介します-

今回紹介する東山動物園のアイドルはホッ
キョクグマのミリーです。彼女の魅力は大き
くて迫力のある体とは対照的な愛らしい仕草
です。ホッキョクグマはトラやライオンより
も大きく、地上最大の肉食動物と言われてい
ます。
東山動物園では室内と屋外の両方にいるホッキ
ョクグマを見ることができ、特に室外ではガラス
越しに間近でミリーと会うことが可能なので、彼
女の迫力を実感できます。一方、屋外ではおもち
ゃのドラム缶などを器用に使って遊ぶ愛らしい姿
を見せてくれます。コーンを被ったり、片足にド
ラム缶をのせて持ち上げたりと、楽しそうに遊ん
でいる様子を見ていると思わず笑顔になってしま
います。

よく遊ぶ活発な彼女ですが雪の日になると
さらに元気になり、積もった雪を掘ってみた
り、ごろごろと寝そべってみたりとても嬉し
そうです。そんな彼女の姿を見ていると、い
つの間にか遊びに夢中な彼女に私たちの方が
夢中になっています。（レポーター:古賀）

本名：ミリー（メス）
誕生日：1992 年 12 月 8 日

東山動物園くらぶ information
☆ご報告☆

☆今後のイベント☆

東山動物園検定

第 13 回公開セミナーを開催しました！

日程：2015 年 5 月 17 日(日) 13:00～16:00
開催場所：東山動物園 動物会館

テーマ: ZOO レボリューション 21 ～21 世紀の動物園革命～
講師： 東山動物園くらぶ副代表 落合知美さん
日程： 2015 年 2 月 13 日(金) 18:30～20:00
開催場所：ウインクあいち 11 回注会議室 1102

第 15 回公開セミナー
テーマ：未定
日程：2015 年 6 月下旬予定
開催場所：市民活動推進センター集会室（名古屋）

第 14 回公開セミナーを開催しました！
テーマ:プロジェクト ZOO-活動報告と先輩からのメッセージ講師： 当団体卒業学生メンバー 奥村太基さん
当団体卒業学生メンバー 古川美穂さん
日程： 2014 年 3 月 18 日(水) 18:30～19:30
開催場所：ハートフルスクエア G 集会室

東山こどもガイド 2015
日程：2015 年 9 月 27 日,10 月 4 日,11 日
開催場所：東山動物園

第 3 回東山動物園寄席
日程：2015 年 11 月 22 日
開催場所：東山動物園 動物会館

開催場所：市民活動推進センター集会室

賛助会員募集中！
中日新聞社出版・東山動物園くらぶ編

東山動物園くらぶは動物園の「環境教育」のお手伝いを
するとともに、こどもから大人まで楽しめるイベントを
今後もおこなっていきます！
そこで、私たちの活動に賛同し協力して下さる賛助会
員を現在募集しています。
申し込み方法

東山動物園公認ガイドブック

ず～っといっしょ
好評発売中！
通販サイト・書店でお取り寄せいただくか
お買い求めいただけます。

氏名、ご住所を下記アドレスまでご連絡ください。
入会申込書を送付いたします。

E-mail: higashiyama.zooclub@gmail.com
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発行・編集

NPO 法人

東山動物園くらぶニュースは動物園
学生くらぶ（通称：ZOO 学）が作成に協
力しています。ZOO 学とは、岐阜大学生
を中心とした動物が大好きなメンバー
が集まった学生サークルです。NPO 法人
東山動物園くらぶが開催するイベント
のお手伝いの他、メンバーで日本各地
の動物園を訪問して勉強をおこなって
います。

問い合わせ

higashiyama.zooclub@gmail.com

