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アクシスジカは、大人になっても消えない白い斑点がとてもきれいな
ので、「世界一美しいシカ」といわれています。
現在、東山動物園ではそんなアクシスジカを16頭飼育しています

が、今年の6月から実施していた運動場の拡張工事が終わり、10月4
日にアクシスジカ舎が装い新たにリニューアルオープンしました。
新しくなった運動場は、広さがこれまでの約1.5倍になり、森林や草
原に群れで暮らすアクシスジカの自然な生態をより感じていただくこと
ができるつくりになっています。また、となりの芝生広場から、休憩しなが
らゆっくりと近いところでご覧いただくことができます。
ぜひ新しくなった展示で「世界一美しいシカ」をご堪能ください。

（飼育第一係　江口　雄作）
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「絶滅と野生絶滅」の二つの言葉。どちらも野生生物の絶滅危惧の度合（ランク）をあらわす言葉です

が、「野生」という言葉がついているとついていないとで大きな違いがあります。

「絶滅種」は、一つの生物種の全ての個体が死ぬことでその種が絶えることを言います。かつての東山

動物園のアシカ舎にはニホンアシカを飼育していた記録があります。戦前は日本沿岸でも普通にアシカが

見られましたが、1950年代に絶滅したと考えられています。ニホンアシカはカリフォルニアアシカと外観がよ

く似ていて同種とされた時期もありました。しかし、現在は近縁種なのですが、体格や歯列の違い、遺伝子解析

から別種として分類されています。愛知県のレッドリストでは1906年に「県内絶滅」としていますが、環境省

のレッドデータリストでは「絶滅危惧種」のままです。これは国内の目撃例から、まだ50年以上が経過してい

ないためです。淡水魚の「クニマス」のように絶滅したと考えられていて、調査などで再発見されることもある

ので諦めてはいけませんね。

一方、「野生絶滅種」は、その種が生息地でなく飼育下でしか確認されない場合や元の生息地とは違う

地域でしか確認できない場合をいいます。世界のメダカ館で元気に泳ぐ「アメカ・スプレンデス」。カダヤシの

仲間で、かつてはメキシコのアメカ川などに生息していました。IUCN(世界自然保護連合)の調査で1996

年に野生絶滅と宣言されました。しかし、観賞用として愛好家によって大切に継代飼育されていたため飼育

下で生き残ることができました。

このように「野生絶滅」であれば、まだ動物園などで見ることができますが、自然に戻すには、もともといた

生息地に餌の心配がなく、さらに営巣ができる環境に整えなくてはなりません。また飼育下の個体にも野生

に適応できるスキルが必要です。日本でもトキのように野生に戻した実例がありますが、簡単なことではあり

ません。だからこそ「絶滅危惧種」の段階で、ツシマヤマネコのように生息地の保護活動と動物園が連携し

ていくことで、種の絶滅を食い止めることが必要になってきます。動物園はこうした種の保存の取り組みを実

践するとともに野生動物の保全の必要性を来園者の方に伝えていく役割があります。

（動物園長　黒邉　雅実）

10,000円以上法人・団体

1,000円以上中学生以下
3,000円以上大　　　人

個人サポーターの
区分と金額

① 動植物園情報誌「ひがしやま」をお送りします。（4回）
② サポーターの方を対象にサポーター限定イベントを
　 開催します。

サポーターの方に
動物や東山動物園を
もっと知っていただく
ために・・・

／公益財団法人東山公園協会　動物会館　ＴＥＬ052-782-2111（内線340）サポーター事務局
振込用紙をお送りしますので、動物園サポーター事務局までご連絡ください。郵便振込で

手続きをしていただく場合

動物会館図書室で申込書を記入の上、寄付金をお支払いください。動物園内で
手続きをしていただく場合

個人10,000円以上、法人・団体50,000円以上ご支援いただいたサポーターは、氏名、法人・団体名を園内に掲示することができます。
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動物園サポーター制度は、動物たちが豊かで充実した生活を送ることができるように、
飼育環境改善を資金面からご支援いただくものです。

募集中！！東山動物園サポーター

申込方法

アクシスジカ舎
リニューアルオープン

表紙／スマトラトラ 

スマトラトラのダマイです。トラ舎は現在、東山動植物園の80周年に合わせて改修中で、トラは80周年メインロゴにも採用されています。 
（撮影／村松　亜由美 ・ 文／江口　雄作）

裏表紙／ショクダイオオコンニャク　Amorphophallus titanum (Becc.) Becc　（別名：スマトラオオコンニャク）
インドネシア原産の植物。幹に葉がついた大きな樹木のように見えますが、じつはこれで一枚の葉っぱ。葉が出た年は、一枚の葉で過ごし、花は咲きません。花は世界一大きくて
とても臭い花といわれています。来年は、８０周年。大きな花が咲くといいなと思います。 

（撮影・文／今井田　春美）
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施設整備の観点から
野生動物の生息地を調査して

１．はじめに

“東山動植物園再生プラン”。皆さんご存じですね！現在、平成30年度のオープンに向け動物園北園で「アフリ

カの森エリア」の新ゴリラ・チンパンジー舎を建設中です。この度、新施設をよりよいものとするため、平成28年9月

21日から9月30日まで、アフリカのタンザニアで、チンパンジーを始めとする野生動物の生息地調査と行動観察を

実施しました。これは全国の動物園関係者、研究機関、一般希望者の計12名による「アフリカ・タンザニア研修」

に参加する形で実施しました。研修参加のために、京都大学霊長類学ワイルドライフサイエンス・リーディング大学

院から１名分の旅費支援を受けました。

２．調査地

チンパンジーの生息地調査と行動観察を行った「ゴンベ渓流国立公園」は、タンザニアのタンガニーカ湖畔に

南北に長く位置し、野生チンパンジー研究の第一人者であるジェーン･グドール博士の活動の原点として広く知ら

れています。グドール博士らの野外研究が1960年以来続けられていて、1968年に主にチンパンジーの保護を目

的に国立公園が設立されました。チンパンジーの他にオリーブヒヒ、アカコロブス、アカオザル等も生息しています。

チンパンジーを求めて森の中に入るのは午前中のみで、しかも近づいて観察できる時間は1時間に限られるなど、

しっかりとルールが設けられています。

３．チンパンジーがすむ環境

ゴンベの森は、熱帯雨林の中でも雨量の少ない季節が比較的長い地域の半落葉樹林で、常緑樹と乾期に葉

を落とす落葉樹が入り混じっていました。また、チンパンジーを探して歩いた道はアップダウンがあり、樹木がまばら

な疎開林もあり、多様な環境がみられました。

４．チンパンジーとの遭遇

今回、たくさんのチンパンジーを観察することができま

した。トレッキング初日は、スタート前からビジターセン

ター周辺で2頭のオス、本番のトレッキングでは山中の

木陰で休む7頭のグループを観察することができまし

た。2日目には20m以上あると思われる樹上を採食しな

がら移動する母子を見て、その後黙 と々アリ釣りをする

母子にも遭遇しました。

５．新施設への反映

今回の調査は３つの目的がありました。

１点目は、「新施設が野生下での行動を引き出せるものであるか」

を確認することです。

チンパンジーの新タワーは「高い位置で横に移動する」ことが可能

な施設として計画しています。生息地で“樹上を採食しながら移動する

チンパンジー母子”を見て、新施設の基本方針が間違っていないことを

再確認できました。更に横移動をもっと引き出せるように、ロープの張り方に工夫が必要だと感じました。

また「離合集散」できる環境を整えることも重視する必要があります。ゴンベのチンパンジーは3つの大きなグ

ループがあり、各グループ数十頭で構成されています。しかし今回観察した集団は2～7頭です。しかも1日目と2日

目では、連れ立っているメンバーが違っていました。ちょっと考え込んでしまいましたが、皆さん（ヒト）もずーっと同じメ

ンバーでいると息が詰まることありますよね？“チンパンジーはヒトの仲間”なのです。新施設では、植物や構造物、

地形の起伏などで他個体から見えなくなる環境を作ることも必要だと感じました。

２点目は、「色の調査と採寸」です。新施設の床や壁、タワーの柱、アリ塚などでエンリッチ

メントを行う予定なので、色見本とメジャーを片手に、現地の石、樹木、アリ塚などを計測しまし

た。山中のトレッキング中に気になるものを見つけたら、その都度計測し、なおかつ、他のトレッ

キング参加者に遅れないような行軍が求められました。他の参加者には多少、奇怪な2人に

映ったのではないでしょうか。

アリ塚を採寸した際に、穴がとても小さいことに気づきました。新しい施設では、エンリッチメ

ント用フィーダーの穴を現状より小さくして、難解にする必要を感じまし

た。チンパンジー達は大変かもしれませんが・・・。

３点目は、来園者の皆さんに野生下のチンパンジーの姿を少しでも

知ってもらうため、「たくさんの写真・動画を収める」ことです。色見本や

メジャーで計測しつつ、当然チンパンジーの行動を写真や動画に収め

ることも忘れません。臨場感あふれる（ぶれぶれ？の）動画を、恥ずかしく

ない形で公開できるよう、頑張って準備を進めています。

６．野生調査の必要性

動物園の職員が野生下の動物を実際に観察し動物がおかれた環境を

体験することは、日頃の動物飼育管理・新施設の整備の際に、野生での行

動を引き出す工夫を盛込むことができるなど、飼育動物の生活環境の向上

につながります。また今まで野生下のチンパンジーを見たことがなかったの

で、野生での話になると本やインターネットなどの知識に限られていました

が、今後はアニマルトークや環境教育プログラムといった来園者に知識を

還元する際に実体験を話すことができるため、内容の充実につながります。

さて、現在建設中の新ゴリラ・チンパンジー舎はどうなるでしょうか？新施設の細部の確認などに大変な日々 が続

きますが、よりよい施設を作ろうと頑張っています。皆さん楽しみにしていてください。

（東山総合公園再生整備課　中村　直嗣 ・ 動物園飼育第二係１班　近藤　裕治）
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施設整備の観点から
野生動物の生息地を調査して

１．はじめに

“東山動植物園再生プラン”。皆さんご存じですね！現在、平成30年度のオープンに向け動物園北園で「アフリ

カの森エリア」の新ゴリラ・チンパンジー舎を建設中です。この度、新施設をよりよいものとするため、平成28年9月

21日から9月30日まで、アフリカのタンザニアで、チンパンジーを始めとする野生動物の生息地調査と行動観察を

実施しました。これは全国の動物園関係者、研究機関、一般希望者の計12名による「アフリカ・タンザニア研修」

に参加する形で実施しました。研修参加のために、京都大学霊長類学ワイルドライフサイエンス・リーディング大学

院から１名分の旅費支援を受けました。

２．調査地

チンパンジーの生息地調査と行動観察を行った「ゴンベ渓流国立公園」は、タンザニアのタンガニーカ湖畔に

南北に長く位置し、野生チンパンジー研究の第一人者であるジェーン･グドール博士の活動の原点として広く知ら

れています。グドール博士らの野外研究が1960年以来続けられていて、1968年に主にチンパンジーの保護を目

的に国立公園が設立されました。チンパンジーの他にオリーブヒヒ、アカコロブス、アカオザル等も生息しています。

チンパンジーを求めて森の中に入るのは午前中のみで、しかも近づいて観察できる時間は1時間に限られるなど、

しっかりとルールが設けられています。

３．チンパンジーがすむ環境

ゴンベの森は、熱帯雨林の中でも雨量の少ない季節が比較的長い地域の半落葉樹林で、常緑樹と乾期に葉

を落とす落葉樹が入り混じっていました。また、チンパンジーを探して歩いた道はアップダウンがあり、樹木がまばら

な疎開林もあり、多様な環境がみられました。

４．チンパンジーとの遭遇

今回、たくさんのチンパンジーを観察することができま

した。トレッキング初日は、スタート前からビジターセン

ター周辺で2頭のオス、本番のトレッキングでは山中の

木陰で休む7頭のグループを観察することができまし

た。2日目には20m以上あると思われる樹上を採食しな

がら移動する母子を見て、その後黙 と々アリ釣りをする

母子にも遭遇しました。

５．新施設への反映

今回の調査は３つの目的がありました。

１点目は、「新施設が野生下での行動を引き出せるものであるか」

を確認することです。

チンパンジーの新タワーは「高い位置で横に移動する」ことが可能

な施設として計画しています。生息地で“樹上を採食しながら移動する

チンパンジー母子”を見て、新施設の基本方針が間違っていないことを

再確認できました。更に横移動をもっと引き出せるように、ロープの張り方に工夫が必要だと感じました。

また「離合集散」できる環境を整えることも重視する必要があります。ゴンベのチンパンジーは3つの大きなグ

ループがあり、各グループ数十頭で構成されています。しかし今回観察した集団は2～7頭です。しかも1日目と2日

目では、連れ立っているメンバーが違っていました。ちょっと考え込んでしまいましたが、皆さん（ヒト）もずーっと同じメ

ンバーでいると息が詰まることありますよね？“チンパンジーはヒトの仲間”なのです。新施設では、植物や構造物、

地形の起伏などで他個体から見えなくなる環境を作ることも必要だと感じました。

２点目は、「色の調査と採寸」です。新施設の床や壁、タワーの柱、アリ塚などでエンリッチ

メントを行う予定なので、色見本とメジャーを片手に、現地の石、樹木、アリ塚などを計測しまし

た。山中のトレッキング中に気になるものを見つけたら、その都度計測し、なおかつ、他のトレッ

キング参加者に遅れないような行軍が求められました。他の参加者には多少、奇怪な2人に

映ったのではないでしょうか。

アリ塚を採寸した際に、穴がとても小さいことに気づきました。新しい施設では、エンリッチメ

ント用フィーダーの穴を現状より小さくして、難解にする必要を感じまし

た。チンパンジー達は大変かもしれませんが・・・。

３点目は、来園者の皆さんに野生下のチンパンジーの姿を少しでも

知ってもらうため、「たくさんの写真・動画を収める」ことです。色見本や

メジャーで計測しつつ、当然チンパンジーの行動を写真や動画に収め

ることも忘れません。臨場感あふれる（ぶれぶれ？の）動画を、恥ずかしく

ない形で公開できるよう、頑張って準備を進めています。

６．野生調査の必要性

動物園の職員が野生下の動物を実際に観察し動物がおかれた環境を

体験することは、日頃の動物飼育管理・新施設の整備の際に、野生での行

動を引き出す工夫を盛込むことができるなど、飼育動物の生活環境の向上

につながります。また今まで野生下のチンパンジーを見たことがなかったの

で、野生での話になると本やインターネットなどの知識に限られていました

が、今後はアニマルトークや環境教育プログラムといった来園者に知識を

還元する際に実体験を話すことができるため、内容の充実につながります。

さて、現在建設中の新ゴリラ・チンパンジー舎はどうなるでしょうか？新施設の細部の確認などに大変な日々 が続

きますが、よりよい施設を作ろうと頑張っています。皆さん楽しみにしていてください。

（東山総合公園再生整備課　中村　直嗣 ・ 動物園飼育第二係１班　近藤　裕治）
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あああ

は虫類は、夜行性の動物を除いたほとん
どの種で太陽の光が大好きです。自然動
物館にいるは虫類のなかでも特に太陽の
光が好きなのは、プロムナードにいるホウ
シャガメたちです。

天気の悪い日はふちのほうにいてじっと
動かないのですが、天気がよく太陽の光が
たくさん降り注ぐ日には、場所を確保するた
めに先をあらそうようにやって来て、気持ち
よさそうに日光浴をしています。

太陽の光が当たらない日はエサを残す
事があるのですが、天気も良く日光浴をし

て体が温まると動きもよく
なり、エサも全部食べてし
まいます。

天気のいい日は、10
時ごろから日が当たり始
めますので、ホウシャガメ
たちが気持ちよさそうに日
光浴している姿を見に来
てください。

当園で生まれた仔キリンのジュラが10月
17日に九州の福岡市動物園へお引っ越
し（転出）しました。

ジュラは2015年7月29日に父・トリノと
母・マオとの間に誕生し、約1年2ヶ月、皆様
に愛していただきました。生まれたときは
180ｃｍだったジュラも、転出するころには
約3ｍにまで成長しました。

こんなに大きなキリンをどのように福岡ま
で運ぶのかといいますと、幅200×奥行

350×高さ260（ｃｍ）もある大きな輸送箱
に入れて、トラックで運びます。

しかし、いきなり箱に入ってくれるわけで
はないので、箱に入れるように練習します。
今回は転出の6週間前の9月5日に箱を設
置しました。箱を見せるところから
始まり、最終的には箱の中で落ち

着いて餌を食べられるまでになりました。
転出当日も落ち着いて箱に入ってくれ

て、ケガもなく送り出すことができました。
ジュラがいなくなって、当園のキリンはま

た2頭に戻り少し寂しくなってしまいました
が、また次の子ができ
るように頑張っていき
ますので、これからもト
リノとマオを見守って
いてください。

皆さんのイメージするカバは水の中にい
る姿だと思いますが、アフリカの動物である
カバは日本の冬の寒さが苦手です。冬は室
内のプールは温かいのでほとんどプールの
中で過ごしていますが、屋外プールの水温
はかなり下がるので、屋外では陸上で横に
なって日光浴を兼ねたお昼寝をしているこ
とが多くなり、プールには一切入らなくなりま
す。そのため12月から春まではプールの水
を抜いてしまいます。

普段水の中にいることが
多く、なかなか全身をしっかり
観察できることが少ないです
が、この時期は、横になったカ
バのおなかや足の裏を見るこ
とができるかも、というまたとな
い機会です。

餌やりイベントも冬季はお
休みし、暖かくなってプールに
水をためる時期が来てから再
開します。それまで楽しみに
待っていて下さいね！

寒さが厳しい時は体調管理のため、暖か
い室内と自由に出入り出来るようにしてい

るので、外にいない時は
室内の方に探しに来て
下さい。

今年３月に生まれたティリーの赤ちゃん
（♂）ですが、順調にすくすく成長していま
す。１０月１日から少しずつティリーの袋から

出てくるようになりました
が、偶然なのかわざとな
のか…いつも来園者の
方から見えにくいティ
リーのふところか、背中
にいても見えない反対
側にいたりします。そん
なちょっと恥ずかしがり
やのこどもですが、１１月
になった今ではユーカリ
の葉を食べるようにな

り、今後の成長が楽しみになってきたところ
です。

１１月１４日からの止まり木工事もあと２週
間に迫り、こどもにとっての初めてのお引越
しを間近にして飼育員もちょっと心配です
が、この情報誌がみなさんのお手元に届く
ころにはお引越しも終わり、すっかり大きく
なって恥ずかしがりも治ったティリーのこど
もをご覧いただけているはず…？です。

みなさん、ティリーのこどもに会いに来
てね！

動物園の一番東端にありますこども動
物園ふれあい広場では、モルモット、ウサ

ギ、シバヤギ、ヒツジ、口之島牛、ア
ルパカ、ポニー、ガチョウ、アヒルを飼
育しています。特にモルモットのタッ
チングコーナーは子供から大人まで

人気があり、土日祝祭日には1時間待ちが
できるほどです。たくさんのお客様にふれ

あってもらうために1回5分で行っています。
また、ふれあい広場ではシバヤギの餌を

ガチャガチャで販売していますので、シバヤ
ギにエサをあげることもできます。

モルモットのタッチングは10時～11時
30分、13時30分～15時、シバヤギの餌
は10時、11時、13時、14時、各50個、1個
100円です。

普段なかなかできない動物たちとのふれ
あいを楽しんでみませんか？ 皆様のお越し
をお待ちしています。

古代池には、ベニイロフラミンゴ、チリー
フラミンゴ、ガン、カモ類が暮らしています。
その古代池では困った事があります。野生
のカラスがやって来て古代池の鳥達の為
に池に撒いたエサを食べてしまうのです。カ
ラスは足が着く水場には近づきますが、深
い水場には近づきません。その為、古代池
の深い所に浮かぶエサは食べず、岸辺付
近に流れついたエサを食べるのです。その
カラス対策としてまず、カラスが怖がって古

代池に近づかないようにと、カラスの人形
や光り物を置きましたが効果はありませんで
した。そこで、エサが岸辺に流れつかないよ

うに輪状にしたチューブを１つ池に
浮かせて、その輪の内側にエサを
撒き、岸辺に流れつくエサが少なく
なるようにしてみました。すると、以
前よりカラスが少なくなりました。効
果があるようなので、今後はその
チューブを増やし、エサが岸辺に全
く流れつかないようにし、カラスが
古代池にやって来ないようにした
いです。
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あああ

は虫類は、夜行性の動物を除いたほとん
どの種で太陽の光が大好きです。自然動
物館にいるは虫類のなかでも特に太陽の
光が好きなのは、プロムナードにいるホウ
シャガメたちです。

天気の悪い日はふちのほうにいてじっと
動かないのですが、天気がよく太陽の光が
たくさん降り注ぐ日には、場所を確保するた
めに先をあらそうようにやって来て、気持ち
よさそうに日光浴をしています。

太陽の光が当たらない日はエサを残す
事があるのですが、天気も良く日光浴をし

て体が温まると動きもよく
なり、エサも全部食べてし
まいます。

天気のいい日は、10
時ごろから日が当たり始
めますので、ホウシャガメ
たちが気持ちよさそうに日
光浴している姿を見に来
てください。

当園で生まれた仔キリンのジュラが10月
17日に九州の福岡市動物園へお引っ越
し（転出）しました。

ジュラは2015年7月29日に父・トリノと
母・マオとの間に誕生し、約1年2ヶ月、皆様
に愛していただきました。生まれたときは
180ｃｍだったジュラも、転出するころには
約3ｍにまで成長しました。

こんなに大きなキリンをどのように福岡ま
で運ぶのかといいますと、幅200×奥行

350×高さ260（ｃｍ）もある大きな輸送箱
に入れて、トラックで運びます。

しかし、いきなり箱に入ってくれるわけで
はないので、箱に入れるように練習します。
今回は転出の6週間前の9月5日に箱を設
置しました。箱を見せるところから
始まり、最終的には箱の中で落ち

着いて餌を食べられるまでになりました。
転出当日も落ち着いて箱に入ってくれ

て、ケガもなく送り出すことができました。
ジュラがいなくなって、当園のキリンはま

た2頭に戻り少し寂しくなってしまいました
が、また次の子ができ
るように頑張っていき
ますので、これからもト
リノとマオを見守って
いてください。

皆さんのイメージするカバは水の中にい
る姿だと思いますが、アフリカの動物である
カバは日本の冬の寒さが苦手です。冬は室
内のプールは温かいのでほとんどプールの
中で過ごしていますが、屋外プールの水温
はかなり下がるので、屋外では陸上で横に
なって日光浴を兼ねたお昼寝をしているこ
とが多くなり、プールには一切入らなくなりま
す。そのため12月から春まではプールの水
を抜いてしまいます。

普段水の中にいることが
多く、なかなか全身をしっかり
観察できることが少ないです
が、この時期は、横になったカ
バのおなかや足の裏を見るこ
とができるかも、というまたとな
い機会です。

餌やりイベントも冬季はお
休みし、暖かくなってプールに
水をためる時期が来てから再
開します。それまで楽しみに
待っていて下さいね！

寒さが厳しい時は体調管理のため、暖か
い室内と自由に出入り出来るようにしてい

るので、外にいない時は
室内の方に探しに来て
下さい。

今年３月に生まれたティリーの赤ちゃん
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　 物 園 長
の

エ ッ セ イ
植

▲（写真１）　う～ん、歯が痛い。
顔が腫れて目も開けられないよ～

▲（写真２）　骨標本から見た
下顎骨の顕著な変形

▲（写真３）
さあ、作業開始！

▲（写真４）　消毒作業中

中京美人 白ヤブツバキ

関戸太郎庵 参平椿

冬に向けて多くの動物たちはエネルギーを蓄えるために
食欲旺盛です。私たちの中にも“食欲の秋”を満喫された方
もいらっしゃるでしょうね。そんな食欲旺盛な動物たちを横目
に口腔のトラブルが理由で食べたくても食べられないカンガ
ルーたちの話題です。
動物園では多種の動物を飼育していますが、動物名が

ついた病名は決して多くはありません。代表的なものに「カ
ンガルー病」がありま
す。専門書による名称
は”壊死性桿菌症“と
言いますが、症状は顔
面の腫脹・流涎・採食
不良などです（写真１）。
一旦発症すると抗生剤
の注射治療から始ま
り、口腔の洗浄消毒等
を試みますが、初期を過
ぎてしまうとなかなか完
治までには至りません。
最悪の場合、上顎骨ま
た下顎骨の骨髄炎・骨
の吸収・歯の脱落・顎
の変形が進行して、最

終的には採食困難となり、衰弱後に敗血症を併発して死に
至ります（写真２）。
飼育下の動物と言っても彼らは野生動物です。私たちの

ような日常の口腔衛生の管理は困難を極めます。口腔の治
療一つにしても思うほどに口を開けてくれない彼らは全身
麻酔下での処置となります。それによる彼らの体力的負担
は相当なものになってしまいます。
このカンガルー病の原因は何か一つというわけではありま
せん。感染経路は歯肉の外傷とされていますが、その感染
に至る背景は、乾草など採食時の堅い植物による傷、口腔
内の常在菌、歯の生えかわり時の傷、口腔内の汚染、糞便
による放飼場の汚染、他多々考えられます。これら全てを除去

することは不可能なことですが、その中でも当園の経験では
飼育頭数が増えることと発症数に相関傾向がありました。
子どもは生まれて成育しますが、成獣がこの病気で死亡して
しまい一定の飼育頭数以上増えない。またある頭数になる
と発症頻度が急増するなどです。最近では成育する前に発
症する個体もいます。
そこで、飼育頭数が増える→糞便が多くなる→放飼場の
汚染度が高くなる→個体の体の汚れが増す→口腔の汚染
→感染の機会が増える、という推測
をもとにカンガルー舎の全体の消毒
を始めることにしました。以前より消
毒作業はしていましたが、今回は頻
度を上げて週に1回のペースで消
毒作業をしています（写真3）。この
集中作業を開始して４カ月になりま
すが、この期間には新患の発症はま
だありません。
カンガルー舎の面積、頭数、消毒薬の種類・濃度、実際
の消毒効果（菌の同定、菌数の変化）など、獣医学的立場
では調査する項目は多 あ々りますが、まずは確立した予防的
治療の前段として、効果の様子を探っている状況です。
・・・ということで、カ
ンガルー舎ではこの
冬場でも、夏のガー
デニングで活躍した
ジョーロを使って消
毒液をまいています
（写真４）。子どもたち
には「どうして水をま
いているの～」「もう暑くないよ～」と質問を受けます。私たち
は「皆さんも歯が痛いとご飯を食べられないでしょう？カンガ
ルーさんたちがそうならないようにしているんだよ～」と作業を
しながら話しますが、機会を設けてもっとわかりやすく説明で
きればと思っています。

（動物病院　中村　彰）

今年は春陽気もよくいろいろな花も早くに咲きいろとりどりでしたが、夏の暑さと少雨から一転、秋は長雨とな

り、園芸にはやさしくない、管理には例年以上に気を使った年でした。紅葉が終わり、これから花の少ない寒い冬

の季節ですが、身近な花としてツバキが花をつけていきます。

東山植物園の椿園は昭和３３年から４４年にかけて、名古屋市内１０地区のロータリークラブのご尽力をいた

だき整備を進め、園内の中ほどにある合掌づくりの家の周りの一画に昭和３５年から開設したものです。その後

順次この地域の園芸資産である中京椿や外国産も加え２００種１０００本ほどが、秋から春にかけて順番に花を

お楽しみいただけます。

ツバキは、日本の海側に近い山にふつうに見られ、古来赤い花やつややかな葉を霊力の宿るものとして崇めら

れていたようです。日本にはツバキの原種として５種あり、自生の北限となっており、広く東～東南アジアには２００

以上の原種が存在するといわれています。

日本では、室町時代から茶の湯の発展とともに愛好され、特に徳川３代はツバキに愛情をそそぎ「江戸屏風絵」

の中の御花畠の半分をツバキがしめ、門外不出のご禁制として、現在はない青や黒、黄や日の丸の花をもつツ

バキなどが見られ、特色ある品種の育成が盛んであったことが伺えます。このように貴武に好まれ発展し、絢爛な

江戸ツバキ、格調の京ツバキ、豪華な肥後ツバキなど地理、政治、文化条件からそれぞれ特徴をそなえ、この地

域伝統の中京ツバキはわびさびの風情を備えた「一重筒咲盃型」が多く好まれています。

中京ツバキの代表としては、まず名古屋城由来のものが御殿椿として知られ、城内には、古絵図の「中御座

之間御城総図」や「御城御庭絵図」から多くのツバキが植えられていたことが伺えます。このなかで秘蔵であった

「大城冠」がお城の白として格調の高い花をつけるものとして保存されています。また、熱田神宮別宮八剣宮の

神前にある原木由来の「太郎庵」は茶人に好まれ多くの品種がつくられました。

このようにツバキは品種が豊富で花期も冬期をはさみ半年におよび姿形もよいことから内外を問わず愛好さ

れています。東山植物園では、ここにとりあげました「中京椿」を中心に多様な品種の保存、収集に努めていま

す。寒い季節となりますが、「椿園」にお出でいただき冬の風情をお楽しみください。

（植物園長　藤井　辰則）

この冬場に打ち水ですか？
～カンガルー舎の消毒作業～

地域の植物・園芸文化　つばき

たくわ

しょくよくおうせい

せいじゅう

こうくう

ひんど

すいそく

えしせいかんきんしょう

しょうじょう

しゅちょう りゅうぜん

いったん こうせいざい

ちゅうしゃちりょう

せんじょうしょうどくとう

こころ

のうど

いた

じょうがくこつ

かがくこつ ほねこつずいえん

きゅうしゅう

さいしょくこんなん

かつやく

きわ

ぜんしん

ますいか

かんせんけいろ

はいけい

じょうざいきん

じょきょ

まんきつ けいこう

しんかん

だつらく

すいじゃくご

しょち

がいしょう

かんそう

おせんは

あご

はいけつしょう へいはつ

いた

ふたん

かた

ふんべん

こうよう

つばきえん

せいび

ちいき

れいりょく

はってん

おはなはたけ

うかが

ごうか

ひとえつつざきさかずきがた

ごてんつばき

のあいだおしろそうず

だいじょうかん

たろうあん

じんりょく

がっしょう

あが

えどびょうぶえ

きぶ

とくちょう

なかござ

おしろおにわえず

けんらん

ひぞう



【動物取扱業登録】
名称：名古屋市、事業所の名称：名古屋市東山総合公園、事業所の所在地：名古屋市千種区東山元町3-70、動物取扱業の種別：展示、登録番号：第0701027号、登録年月日：平成19年6月1日、登録の有効
期間の末日：平成2９年5月31日、動物取扱責任者：黒邉　雅実

　 物 園 長
の

エ ッ セ イ
植

▲（写真１）　う～ん、歯が痛い。
顔が腫れて目も開けられないよ～

▲（写真２）　骨標本から見た
下顎骨の顕著な変形

▲（写真３）
さあ、作業開始！

▲（写真４）　消毒作業中

中京美人 白ヤブツバキ

関戸太郎庵 参平椿

冬に向けて多くの動物たちはエネルギーを蓄えるために
食欲旺盛です。私たちの中にも“食欲の秋”を満喫された方
もいらっしゃるでしょうね。そんな食欲旺盛な動物たちを横目
に口腔のトラブルが理由で食べたくても食べられないカンガ
ルーたちの話題です。
動物園では多種の動物を飼育していますが、動物名が

ついた病名は決して多くはありません。代表的なものに「カ
ンガルー病」がありま
す。専門書による名称
は”壊死性桿菌症“と
言いますが、症状は顔
面の腫脹・流涎・採食
不良などです（写真１）。
一旦発症すると抗生剤
の注射治療から始ま
り、口腔の洗浄消毒等
を試みますが、初期を過
ぎてしまうとなかなか完
治までには至りません。
最悪の場合、上顎骨ま
た下顎骨の骨髄炎・骨
の吸収・歯の脱落・顎
の変形が進行して、最

終的には採食困難となり、衰弱後に敗血症を併発して死に
至ります（写真２）。
飼育下の動物と言っても彼らは野生動物です。私たちの

ような日常の口腔衛生の管理は困難を極めます。口腔の治
療一つにしても思うほどに口を開けてくれない彼らは全身
麻酔下での処置となります。それによる彼らの体力的負担
は相当なものになってしまいます。
このカンガルー病の原因は何か一つというわけではありま
せん。感染経路は歯肉の外傷とされていますが、その感染
に至る背景は、乾草など採食時の堅い植物による傷、口腔
内の常在菌、歯の生えかわり時の傷、口腔内の汚染、糞便
による放飼場の汚染、他多々考えられます。これら全てを除去

することは不可能なことですが、その中でも当園の経験では
飼育頭数が増えることと発症数に相関傾向がありました。
子どもは生まれて成育しますが、成獣がこの病気で死亡して
しまい一定の飼育頭数以上増えない。またある頭数になる
と発症頻度が急増するなどです。最近では成育する前に発
症する個体もいます。
そこで、飼育頭数が増える→糞便が多くなる→放飼場の
汚染度が高くなる→個体の体の汚れが増す→口腔の汚染
→感染の機会が増える、という推測
をもとにカンガルー舎の全体の消毒
を始めることにしました。以前より消
毒作業はしていましたが、今回は頻
度を上げて週に1回のペースで消
毒作業をしています（写真3）。この
集中作業を開始して４カ月になりま
すが、この期間には新患の発症はま
だありません。
カンガルー舎の面積、頭数、消毒薬の種類・濃度、実際
の消毒効果（菌の同定、菌数の変化）など、獣医学的立場
では調査する項目は多 あ々りますが、まずは確立した予防的
治療の前段として、効果の様子を探っている状況です。
・・・ということで、カ
ンガルー舎ではこの
冬場でも、夏のガー
デニングで活躍した
ジョーロを使って消
毒液をまいています
（写真４）。子どもたち
には「どうして水をま
いているの～」「もう暑くないよ～」と質問を受けます。私たち
は「皆さんも歯が痛いとご飯を食べられないでしょう？カンガ
ルーさんたちがそうならないようにしているんだよ～」と作業を
しながら話しますが、機会を設けてもっとわかりやすく説明で
きればと思っています。

（動物病院　中村　彰）

今年は春陽気もよくいろいろな花も早くに咲きいろとりどりでしたが、夏の暑さと少雨から一転、秋は長雨とな

り、園芸にはやさしくない、管理には例年以上に気を使った年でした。紅葉が終わり、これから花の少ない寒い冬

の季節ですが、身近な花としてツバキが花をつけていきます。

東山植物園の椿園は昭和３３年から４４年にかけて、名古屋市内１０地区のロータリークラブのご尽力をいた

だき整備を進め、園内の中ほどにある合掌づくりの家の周りの一画に昭和３５年から開設したものです。その後

順次この地域の園芸資産である中京椿や外国産も加え２００種１０００本ほどが、秋から春にかけて順番に花を

お楽しみいただけます。

ツバキは、日本の海側に近い山にふつうに見られ、古来赤い花やつややかな葉を霊力の宿るものとして崇めら

れていたようです。日本にはツバキの原種として５種あり、自生の北限となっており、広く東～東南アジアには２００

以上の原種が存在するといわれています。

日本では、室町時代から茶の湯の発展とともに愛好され、特に徳川３代はツバキに愛情をそそぎ「江戸屏風絵」

の中の御花畠の半分をツバキがしめ、門外不出のご禁制として、現在はない青や黒、黄や日の丸の花をもつツ

バキなどが見られ、特色ある品種の育成が盛んであったことが伺えます。このように貴武に好まれ発展し、絢爛な

江戸ツバキ、格調の京ツバキ、豪華な肥後ツバキなど地理、政治、文化条件からそれぞれ特徴をそなえ、この地

域伝統の中京ツバキはわびさびの風情を備えた「一重筒咲盃型」が多く好まれています。

中京ツバキの代表としては、まず名古屋城由来のものが御殿椿として知られ、城内には、古絵図の「中御座

之間御城総図」や「御城御庭絵図」から多くのツバキが植えられていたことが伺えます。このなかで秘蔵であった

「大城冠」がお城の白として格調の高い花をつけるものとして保存されています。また、熱田神宮別宮八剣宮の

神前にある原木由来の「太郎庵」は茶人に好まれ多くの品種がつくられました。

このようにツバキは品種が豊富で花期も冬期をはさみ半年におよび姿形もよいことから内外を問わず愛好さ

れています。東山植物園では、ここにとりあげました「中京椿」を中心に多様な品種の保存、収集に努めていま

す。寒い季節となりますが、「椿園」にお出でいただき冬の風情をお楽しみください。
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植植物物管管 人人人理理 だだよよりり

植物園のツバキ園には37品種の中京
椿が植栽されています。中京椿とは、尾張
地方中心に、三河、美濃地方、伊勢など中
京地区で作られた園芸品種のことです。こ
の地方は古くから茶道、華道が盛んで、椿
の改良もこの影響を受けて一重咲き、筒咲
きなどの品種が多数作られました。
特に、太郎庵という椿は尾張地方の代
表的な名花で、茶道や庭木花木として好ま
れます。花は淡いピンク色の一重咲きで、
11月から3月頃まで長く咲きます。茶人の
高田太郎庵が愛好したことにちなんで名
付けられたと言われています。また、交配の
母樹としても広く利用され、多くの椿の名花
を作っています。植物園では、合掌造りの

家の南西側でご覧いただけます。
また、大城冠という椿は名古屋城にあ

り、古くは『御殿椿』と言われました。花は春
咲きで3月頃に咲き、八重咲きの白い花が
咲きます。名古屋城にあやかり、大きな城
の冠の意味で名付けられたと言われていま
す。残念ながら、原木は城と共に戦災で消
失しましたが、植物園では合掌造りの家の

西側でご覧いただけます。この2品種の他
にも、様々な姿形の椿の花が咲いていま
す。是非、凛と咲く冬の椿を見に来てくだ
さい。

肥料を混ぜた土で植え半年のロングラン
展示をしています。）③留め具セット。④水桶
に漬けしっかり給水。⑤マス目状の絵図面
を見ながら６７２個の苗カセットをハメ込み。
完成。数人がかりで１週間ほどかかります。
水やりはタイマーがあり自動散水です。
裏側に300本以上のチューブがあり、点滴
状にかかりますが、上手くかからずにしおれ
る株があったり、天気が悪く乾かないときは
スイッチを切ったり、日々 チェックしています。
通常の花壇よりギッシリ並んでいるため、
蒸れで腐ったり、大きくなりすぎないように
枝透かしなどもしています。
どんな模様になっているかな？と、立ち止
まっていただけたら嬉しく思います。

植物会館の近くの花の壁「立体花壇」。
最近では緑のイベントなどでこのような空
間利用の花壇をよく見かけますが、東山に
登場した30年程前はとても珍しく、この立
体花壇を原型に改良され、国内、世界に広
がっていったそうです。当時の新聞記事に
は「ウォールガーデン」と紹介されています。
そのシステムをご紹介します。①20×30
㎝の不織布を筒状に折りカセットにセット。
②①に植え付け。竹串で隙間なく土を詰め
こむ。（最新式では苗を分厚いスポンジで
巻き輪ゴムで留めるだけですが、東山では

緑地造園係
山田　靖

指導園芸係
小山　綾子

大城冠

太郎庵

苗カセット はめ込む前の状態

温室前館とスカイタワー

植え付けに便利な竹串と
鉢の替わりとなる3点セット

植物園のツバキ園

歴史ある立体花壇

旧暦の元日（1月末～2月初頃）に頭を出し、正月の飾りとさ
れるため、幸福と長寿の意味をもつ“福寿”の名前がついてい
ます。
福寿草は北海道にも多く分布し、アイヌの言葉でも「チライ

アパッポ」や「クナウノンノ」などの呼び方もあります。
あちこちで見かけるように、園芸品種としてはよく流通してい

ますが、絶滅危惧種（絶滅危惧Ⅱ類VU）に指定されています
ので、野山で見かけたときは大事にしてください。

今年も紅葉の時期が終わり、木々の葉っぱも落ちていきさみしくなる園内ですが、これからお客様をお待ちして
いる植物をご紹介します。

蠟梅の和名の由来はいくつかありますが、花の咲く時期が
蠟月（旧暦12月頃のこと）付近のため“蠟梅”と呼ばれるという
説もあります。花の少ない時期に、当園を彩ってくれる大事な
ものです。
写真は園芸品種のソシンロウバイで、花全体が黄色でよい

香りがします。

気温が氷点下になるくらいの寒い朝に、風が吹かないなど
の気象条件がそろうと、枯れた茎の根元から氷の結晶が噴き
出し、写真のように成長して「霜柱」のようになります。このた
め、本植物も“シモバシラ”と呼ばれています。
江戸末期から明治時代に活躍した日本を代表する植物学

者である伊藤圭介の名が学名につく植物でもあります。
開園直後であれば残っている場合もありますので、お出かけ

前に植物園にお問い合わせいただくとよいです。
冬の寒い日は、外の出るのも億劫になりますが、寒いからこ

その植物園もお楽しみください。
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◆開花時期は昨年の開花状況を基準に掲載しています。気候によりずれることがあります。

植物園 冬の見どころ

シモバシラ（霜柱）
【1～2月／日本庭園】

フクジュソウ（福寿草）
【１月上旬～2月中旬頃／也有園（武家屋敷門付近）】

ソシンロウバイ（素心蠟梅）
【１月～２月／早春の小径】

のの冬
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木っとZOOM

●ハンギングバスケット作品

●植物園門の正月飾

●コンテナ作品●ニューイヤーハンギングバスケット

●縁起植物の展示
 マンリョウ （万両）
 センリョウ （千両）
 カラタチバナ （百両）
 ヤブコウジ （十両）
 アリドオシ （一両）

きっと
気持ちいい！

植物の不思議が
いっぱい。

ユキヒョウ

スマトラトラ

迷 路

ターザンロープ

ひげやまつ毛まで
見えちゃう！

岩場をぴょんぴょん
跳ぶような？

新しい年を迎える準備
師走になると植物園でも新しい年を迎える準備がすす

められます。まず、植物園門では、竹を使った正月飾りで、
皆様をお迎えいたします。

植物園門を入ると、植物会館前では、「縁起植物」が
展示されます。江戸時代の庶民の間では、お正月に、セン
リョウ、マンリョウ、アリドオシを植えたり、飾ったりして「千両
万両有り通し」と語呂合わせで、お金に恵まれる一年であ
るよう願ったそうです。

植物会館の１階南の壁には、日本ハンギングバスケット
協会愛知県支部名古屋東地区の方々の‘ハンギングバス
ケット’や‘コンテナ’による「ニューイヤーハンギングバスケッ
ト」の展示が行われます。

ハンギングバスケットは、イギリスで始まった歴史ある装飾
園芸の技法です。吊るしたり掛けたりして楽しむハンギング
バスケットは、立体的に狭い空間を装飾するのに効果的な
技法で、毎年、多彩な力作がそろいます。

武家屋敷門前までお越しいただくと、葦（アシ）の門松が
ご覧いただけます。松や竹を使った門松ではなく葦を使っ
た門松です。旧尾張藩士兼松家の先祖兼松又四郎正吉
が姉川の合戦の際、陣中で葦を門松の代わりに立て、そ
れ以後に、正月に葦の門松を立てる伝統となったとのこと
です。当園では、許可を得て木曽川の河川敷からアシを刈
取り、乾燥させ、倉庫で寝かしたのちに飾りつけています。

それぞれ異なるおもむき、それぞれの雰囲気をぜひお楽
しみください。

（※展示期間はおおむね１月中旬までですが、それぞれ異なります。また、写真は過去製作のものを掲載しておりますので、今年設置の
ものとは異なる場合があります。ご了承ください。）

　東山動植物園は、平成29年3月に開園80周年を迎えます。
昭和12年3月に開園してから、あと少しで80年。こんなに長い間営業してこられたのも、世代をつなぎご来園くださ
る皆様のおかげです。
　ということで、いつもの春まつりをバージョンアップ！皆様にもっともっと東山動植物園を堪能していただこうと、
東山のスタッフ一同知恵を絞って企画を準備しているところです。
　この紙面を借りて、80年目の特別企画を少しご紹介します。

まず、動物園です。動物園は、
世界各地の野生動物を観察できる
ところですが、その動きを間近に
感じていただける展示を作りま
す。姿を見るだけでもキレイな彼
らの躍動感を感じてください。
亡くなった動物も活躍します。

アフリカゾウの骨格標本を展示し
ます。身体の骨格を見ると、生きて
いるゾウの動きがより面白く観察
できると思います。

次に、植物園です。植物園では、
森の斜面にターザンロープを作り
ます。サクラの時期には花の下を、
新緑の時期には木漏れ日の中を、
滑り降りることができます。
また、植物園の春は、色とりどり
の花が咲き、草木が芽吹く、鮮やか
な季節です。見るだけじゃもった
いない。植物の面白さに触れてい
ただきたくて、植物の不思議をた
どる迷路を作ることにしました。

だんだん行きたくなってきましたね。80周年特別企画は、他にもたくさん企画中です。何度もお越しの方にも
初めてお越しになる方にも、東山動植物園を大好きになっていただけるよう、じっくり準備を進めています。
HPやブログで随時紹介していくので、楽しみにしていてくださいね！
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木っとZOOM

●ハンギングバスケット作品

●植物園門の正月飾

●コンテナ作品●ニューイヤーハンギングバスケット

●縁起植物の展示
 マンリョウ （万両）
 センリョウ （千両）
 カラタチバナ （百両）
 ヤブコウジ （十両）
 アリドオシ （一両）

きっと
気持ちいい！

植物の不思議が
いっぱい。

ユキヒョウ

スマトラトラ

迷 路

ターザンロープ

ひげやまつ毛まで
見えちゃう！

岩場をぴょんぴょん
跳ぶような？

新しい年を迎える準備
師走になると植物園でも新しい年を迎える準備がすす

められます。まず、植物園門では、竹を使った正月飾りで、
皆様をお迎えいたします。

植物園門を入ると、植物会館前では、「縁起植物」が
展示されます。江戸時代の庶民の間では、お正月に、セン
リョウ、マンリョウ、アリドオシを植えたり、飾ったりして「千両
万両有り通し」と語呂合わせで、お金に恵まれる一年であ
るよう願ったそうです。

植物会館の１階南の壁には、日本ハンギングバスケット
協会愛知県支部名古屋東地区の方々の‘ハンギングバス
ケット’や‘コンテナ’による「ニューイヤーハンギングバスケッ
ト」の展示が行われます。

ハンギングバスケットは、イギリスで始まった歴史ある装飾
園芸の技法です。吊るしたり掛けたりして楽しむハンギング
バスケットは、立体的に狭い空間を装飾するのに効果的な
技法で、毎年、多彩な力作がそろいます。

武家屋敷門前までお越しいただくと、葦（アシ）の門松が
ご覧いただけます。松や竹を使った門松ではなく葦を使っ
た門松です。旧尾張藩士兼松家の先祖兼松又四郎正吉
が姉川の合戦の際、陣中で葦を門松の代わりに立て、そ
れ以後に、正月に葦の門松を立てる伝統となったとのこと
です。当園では、許可を得て木曽川の河川敷からアシを刈
取り、乾燥させ、倉庫で寝かしたのちに飾りつけています。

それぞれ異なるおもむき、それぞれの雰囲気をぜひお楽
しみください。

（※展示期間はおおむね１月中旬までですが、それぞれ異なります。また、写真は過去製作のものを掲載しておりますので、今年設置の
ものとは異なる場合があります。ご了承ください。）

　東山動植物園は、平成29年3月に開園80周年を迎えます。
昭和12年3月に開園してから、あと少しで80年。こんなに長い間営業してこられたのも、世代をつなぎご来園くださ
る皆様のおかげです。
　ということで、いつもの春まつりをバージョンアップ！皆様にもっともっと東山動植物園を堪能していただこうと、
東山のスタッフ一同知恵を絞って企画を準備しているところです。
　この紙面を借りて、80年目の特別企画を少しご紹介します。

まず、動物園です。動物園は、
世界各地の野生動物を観察できる
ところですが、その動きを間近に
感じていただける展示を作りま
す。姿を見るだけでもキレイな彼
らの躍動感を感じてください。
亡くなった動物も活躍します。

アフリカゾウの骨格標本を展示し
ます。身体の骨格を見ると、生きて
いるゾウの動きがより面白く観察
できると思います。

次に、植物園です。植物園では、
森の斜面にターザンロープを作り
ます。サクラの時期には花の下を、
新緑の時期には木漏れ日の中を、
滑り降りることができます。
また、植物園の春は、色とりどり
の花が咲き、草木が芽吹く、鮮やか
な季節です。見るだけじゃもった
いない。植物の面白さに触れてい
ただきたくて、植物の不思議をた
どる迷路を作ることにしました。

だんだん行きたくなってきましたね。80周年特別企画は、他にもたくさん企画中です。何度もお越しの方にも
初めてお越しになる方にも、東山動植物園を大好きになっていただけるよう、じっくり準備を進めています。
HPやブログで随時紹介していくので、楽しみにしていてくださいね！
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 正解は
②

1961年
でした。

A

① 1950年　② 1961年　③ 2016年東山動植物園で初めてカリフォルニアアシカの
繁殖に成功したのは何年でしょう？

Q

 正解は
②

1961年
でした。

A

① 1950年　② 1961年　③ 2016年東山動植物園で初めてカリフォルニアアシカの
繁殖に成功したのは何年でしょう？
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号のクイズの答え38ひがしやま
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ひがしやまひがしやま

ユキヒョウのレッドリスト分類が「VU」となっておりますが、正しくは「EN」でした。
申し訳ありませんでした。　　　　　　　　　　　　　　　情報誌ひがしやま編集部

ひがしやま38号
「東山動物園のレッドリスト動物Vol.12」の
訂正について
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