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ユキヒョウ兼六園菊桜



コアラのティリーが昨年3月に第2仔を出産しました。コアラの赤ちゃんはお
母さんの袋の中でおっぱいを飲んで成長するので、外に出て姿が見られるよう
になるまで時間がかかるのですが、10月ごろから袋の外に出て、コアラの離乳食
であるお母さんの未消化の糞を食べるようになり、11月ごろからは主食である
ユーカリも食べるようになりました。その後もすくすくと成長し、生まれたときには
1グラムもなかった体重が、今では2キロ近くあります。
赤ちゃんの性別はオスで、愛称は5つの候補から来園者の方々の支持を最

も集めた『ピーター』に決まりました。
母親のティリーがピーターを隠してしまって顔が見えにくいこともありました

が、そろそろ親離れの時期です。順調に成長して一段とかわいらしさの増した
ピーターに、ぜひ会いに来てください。

（飼育第一係　　江口　雄作）
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まずは、高病原性鳥インフルエンザの発生にあたりましては多くの関係者の方々にご心配をおかけしまし

たこと、そして休園中、ご支援と応援の言葉をかけていただきました多くの皆さまにはこの場をお借りしてお

礼を述べさせていただきます。園内の一部鳥類舎につきましては、今後、防鳥ネットをかけるなど防疫措置

を行ったうえで再展示したいと考えておりますので、いましばらくお待ちください。

こうした開園以来初めての出来事が終わり、東山動植物園にも春がやってきました。3月18日から『体

験！仰天！東山！』をテーマとした開園80周年記念事業を開催します。現在はいたるところでその準備が進

められていますが、この情報誌が皆さんのお手元に届くころは、まさにイベントの開始直前です。多くの記念

イベントやワクワクするような企画がありますが、その一部についてご紹介します。

まずは、スマトラトラ舎です。これまで運動場をグルリと取り囲んでいたオリの一部を、透明な強化ガラスに

交換しました。東山動物園で飼育しているスマトラトラ“ダマイ”は、運動場の木製デッキの周辺にいることが

多いのですが、そのデッキとの間の視界を遮るものがなくなるため、より迫力のあるダマイを体感していただ

けるようになります。さらに、動物園の正門に入って最初に目に入ってくるインドサイ舎では、“ブンタ”の前に

ある柵をより動物に近い位置に移動させます。こちらは、サイの出すニオイや音も体感していただけて、サイ

の魅力を再発見していただけるはずです。

期間中、動物園では上記でご紹介したスマトラトラ、インドサイのほかにもユキヒョウ舎の一部を高くして、

動物が駆け上がるある姿を見ていただけるようにします。また動物会館では、かつて飼育していたアフリカゾ

ウの骨格標本を展示するとともに、命を育み、種をつないできた東山動物園の歴史を振り返る特別展を開

催します。そのほかにも楽しい動物イベントが満載です。開催は6月4日までです。10年に一度の特別な祭

典にぜひご来園下さい。

（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。

1

2

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

コアラの赤ちゃん

表紙／ユキヒョウ 

ユキヒョウのユキチです。東山動植物園開園80周年記念事業としてユキヒョウの飼育施設を一部改修しました。よりダイナミックな動きを見せてくれるであろうユキヒョウたちに
ご期待ください。 

（撮影／村松　亜由美 ・ 文／江口　雄作）
裏表紙／‘兼六園菊桜’  Cerasus serrulata(Lindl.)G.Don  ‘Sphaerantha’

サトザクラの栽培品種の一つで、石川県金沢市の兼六園に原木がありましたが、現在は枯死し、2代目が植えられています。花期は4月下旬から5月上旬頃。数百もの花びらが折
り重なって咲く花は見事です。 

（撮影 ・ 文／橋本　桂佑）
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コアラ舎の止まり木が
新しくなりました

・はじめに

昨年の11月に計7日間かけてコアラ舎の展示室やバック

ヤードの止まり木を交換しました。これは、止まり木に生木を

使っており、樹皮の剥がれや木の腐りが原因で倒木の危険

もあるためです。4年に1度行っているコアラ舎にとっての

一大行事になります。

・止まり木について

止まり木にはこれまでブナ科の落葉樹であるコナラやクヌギを主に使用してきましたが、今回使用した木

はアベマキがほとんどです。その理由は、クヌギが関東より東にしか自生していなく、コナラも名古屋近郊で

入手しにくいことに比べ、アベマキは名古屋近郊に多く自生していていろいろなタイプの木を入手しやすい

ためです。止まり木は4年間使用に耐えうる木でなくてはならないため、ある程度の太さがなければなりませ

ん。また、全部で50本必要で、横木も合わせると100本近くになります。

・準備

止まり木のために伐採された木は1ヶ月間天日に干して水抜きをし

ます。地中に埋まる部分の皮むきや洗浄などを行い、数ある木の中

から止まり木になりそうな木を選んで配置などを決めます。木を選ぶと

きに重要なのが、木の太さはもちろんのこと、長さや枝ぶり、木の又

の数や広さになります。これは、コアラが落ちついてユーカリを食べら

れる場所と寝られる場所を作るためです。

・工事前

コアラを展示室からバックヤードに移します。工事中は大きな音や聞きなれない音がするため、コアラに

とって大変なストレスになります。そのため、工事にはなるべく機械を使わず、人力で木の搬出を行います。

次に、ユーカリを入れている筒の金具や横木を固定している金具を外し、

横木を降ろします。今回、このときに1本だけ立木が倒れました。横木で支

えられていただけだったということなので、コアラがいるときではなくて良かっ

たと心から思いました。

・工事実施

コアラ舎内の各部屋の土は20センチ程度掘り出すのですが、このとき

に土ぼこりが舞い上がり、あたりが真っ白になってしまいます。木の搬出入

はコアラ舎西側のシャッター扉から行います。木を固定しているセメントを割

り、古い木を運び出します。いろいろな音や声がするため、コアラは落ち着

いて寝ていられません。そのため、食事量も減り、動きも少なくなることがありますので注意が必要です。

止まり木は搬入した後、立て起こします。立ててから向きを決め、くさびを打ち込んだらセメントで固めてい

きます。それを各部屋で行います。セメントが固まったら今度は土を搬入します。ここまでは工事業者さんの

仕事ですが、ここから私たち飼育員が横木を組み、エサ筒の金具を取り付け、木と土の消毒を行い、展示ガ

ラスの窓拭きなど清掃を行い、コアラを展示室に戻す準備をします。

工事期間中は屋外展示をする予定だったのですが、工事実施中は屋外展示には不向きな天候が多

かったため、コアラを見ていただける日が少なくなってしまいました。コアラに会えるのを楽しみにしてくださっ

ていた方にはご迷惑をおかけして申し訳ありませんでした。

・工事終了～コアラ再展示

コアラを再び展示室に戻したのは工事終了日の

夕方になりました。翌日ビデオで確認すると、新居に

戸惑い落ち着く場所がなかなか決まらず動き回るコ

アラや、ほとんど動かないコアラなど、さまざまな様子

が確認できました。高齢個体のクレメンツは慣れるま

でに一週間ほどかかりましたが、今ではみんなすっか

り慣れてくれたようです。

今後は木の状態を見ながら4年後を目処に次の

交換時期を決めていきたいと思います。様 な々高さにエサを取り付けたり、横木を通したりすることで、コア

ラのいる位置を変化させ、いろんな角度からコアラを楽しんでいただけるように展示方法を工夫しています

ので、ぜひご覧ください。

（飼育第一係2班　湯川　正幸）
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ためです。止まり木は4年間使用に耐えうる木でなくてはならないため、ある程度の太さがなければなりませ

ん。また、全部で50本必要で、横木も合わせると100本近くになります。

・準備

止まり木のために伐採された木は1ヶ月間天日に干して水抜きをし

ます。地中に埋まる部分の皮むきや洗浄などを行い、数ある木の中

から止まり木になりそうな木を選んで配置などを決めます。木を選ぶと

きに重要なのが、木の太さはもちろんのこと、長さや枝ぶり、木の又

の数や広さになります。これは、コアラが落ちついてユーカリを食べら

れる場所と寝られる場所を作るためです。

・工事前

コアラを展示室からバックヤードに移します。工事中は大きな音や聞きなれない音がするため、コアラに

とって大変なストレスになります。そのため、工事にはなるべく機械を使わず、人力で木の搬出を行います。

次に、ユーカリを入れている筒の金具や横木を固定している金具を外し、

横木を降ろします。今回、このときに1本だけ立木が倒れました。横木で支

えられていただけだったということなので、コアラがいるときではなくて良かっ

たと心から思いました。

・工事実施

コアラ舎内の各部屋の土は20センチ程度掘り出すのですが、このとき

に土ぼこりが舞い上がり、あたりが真っ白になってしまいます。木の搬出入

はコアラ舎西側のシャッター扉から行います。木を固定しているセメントを割

り、古い木を運び出します。いろいろな音や声がするため、コアラは落ち着

いて寝ていられません。そのため、食事量も減り、動きも少なくなることがありますので注意が必要です。

止まり木は搬入した後、立て起こします。立ててから向きを決め、くさびを打ち込んだらセメントで固めてい

きます。それを各部屋で行います。セメントが固まったら今度は土を搬入します。ここまでは工事業者さんの

仕事ですが、ここから私たち飼育員が横木を組み、エサ筒の金具を取り付け、木と土の消毒を行い、展示ガ

ラスの窓拭きなど清掃を行い、コアラを展示室に戻す準備をします。

工事期間中は屋外展示をする予定だったのですが、工事実施中は屋外展示には不向きな天候が多

かったため、コアラを見ていただける日が少なくなってしまいました。コアラに会えるのを楽しみにしてくださっ

ていた方にはご迷惑をおかけして申し訳ありませんでした。

・工事終了～コアラ再展示

コアラを再び展示室に戻したのは工事終了日の

夕方になりました。翌日ビデオで確認すると、新居に

戸惑い落ち着く場所がなかなか決まらず動き回るコ

アラや、ほとんど動かないコアラなど、さまざまな様子

が確認できました。高齢個体のクレメンツは慣れるま

でに一週間ほどかかりましたが、今ではみんなすっか

り慣れてくれたようです。

今後は木の状態を見ながら4年後を目処に次の

交換時期を決めていきたいと思います。様 な々高さにエサを取り付けたり、横木を通したりすることで、コア

ラのいる位置を変化させ、いろんな角度からコアラを楽しんでいただけるように展示方法を工夫しています

ので、ぜひご覧ください。

（飼育第一係2班　湯川　正幸）
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飼育係たるもの、担当動物とは自ずと
話す機会が多くなるものです。とはいえ、
こちらが一方的に話し掛けているだけな
のですが。私もゴリラに対し、日々なんや
かんや声を掛けているわけですが、たまに
シャバーニが「グッグー」と返してくれるこ
とがあります。
野生ゴリラ研究の第一人者、京都大
学総長の山極寿一先生によれば、これ
はげっぷ音と呼ばれ、ゴリラ同士の挨拶
や肯定のサインとして交わされる音声だ
そうです。山極先生は野生のゴリラに受
け入れてもらうため、このげっぷ音を会得
されたようです。

ということで、早速私も試してみました。
お腹から声を出すのがポイントということな
ので、腹筋に力をいれ「グフーム」。
『・・・・』。
でしょうね。では、もうちょっとバリトンボイ

ス風に「グッフームッ」。『・・・・』
そうですか。それからというもの、ふと思
いついては「グフーム」。何が正解かもよく
分からないまま「グフーム」。
いまだ皆の反応『？？？』　やはり語学は
難しい。

みなさんご存知のとおり、バードホール
は鳥インフルエンザ対策のため閉鎖して
います。ネットも閉め、お客さんのいない
バードホールは静まり返って非常に寂しい
雰囲気になっています。
ただ、そんな中でも鳥たちは変わらず元
気な姿を見せてくれています。今回は再開
に向けてバードホールの魅力を再確認し
ていきたいと思います。
バードホールの中に一歩入れば網の無

い状態で間近に鳥を見ること
ができ、鳥が羽ばたけば風が
届いたり、耳を澄ませば鳴き声
だけでなく鳥の出す様々な音を
聞いたりできます。鳥が生活している匂い
も感じることができます。ベンチがあるの

で、お好きなペースでゆっくりとご覧いただ
けます。
再開しましたらぜひお越しいただき、バー

ドホールの中でゆったり、じっくりと観察して
みてください。
そして新たな魅
力を発見してく
ださいね。

自然動物館の夜行性動物コーナーで飼
育されている一番オシャレ？な動物を紹介
します。その動物はコジャコウネコです。ジャ
コウネコで有名な「霊猫香（れいびょうこ
う）」と同じ分泌物をコジャコウネコも分泌し
ます。そのため、展示室内は濃厚な香りが
充満しており、まるで香水をまいたかのよう
です。
尾の近くにある香嚢（会陰腺）に含まれ

るペースト状の分泌物が霊猫香ですが、こ

れをぜひお客さんにも堪能して
いただきたい！ということで、通
路に設置しました。ぜひお試し
ください。時間の経過とともに
匂いが変化しますので、「香り」
か「臭い」かは、それぞれ人の
好みによりますが。
ただし、時々濃厚

な香り（臭い）がする
ことがあるので、力
強く吸い込まないで
くださいね。

東山生まれのアジアゾウのさくら
は、平成29年1月29日で4歳にな

りました。生まれたときの体重は130kgだっ
たのに、今では約2000kgもあります。ゾウ
は1日1kgずつ成長すると言われますが、そ
れを上回るペースです。母親のアヌラが約
3000kgなので、見た目にも大きくなったと
実感できると思います。そんなすくすくと育っ

ているさくらは、
日々のトレーニ
ングも徐々に
覚え、蹄のケ
アをするため
の前後の肢出
しや、伏臥や
横臥などの姿

勢など色々なことが出来るようになりまし
た。また、健康チェックに欠かせない採血の
練習も始めています。アヌラは5歳、父親の
コサラは3歳で来園したことを考えれば、さく
らもそろそろ独り立ちして良い頃で、アヌラ
の次の繁殖に向け準備を始めているところ
ですが、甘えん坊のさくらは、まだアヌラの
おっぱいを吸っています。さくらが立派なお
姉さんになれるように、これからもトレーニン
グを続けていきますので、温かく見守って下
さい。

日々、来園者の方たちと話していると「シ
ンリンオオカミはどんな性格ですか？」と多く
の方から質問をいただきます。僕は人間で
もみんな性格が違うように、育ってきた環境
や経験によって、おっとりした子や神経質な
子、人間が恐い子もいると思います。
旧オオカミ舎にいるシンリンオオカミのア

オイちゃんも飼育員に対してはとってもフレ
ンドリーですが、大勢の人や大きな声が苦
手です。

しかし、一緒に暮らしているジャックはおっ
とりしていて、お客さんが大勢いる前でも
堂 と々昼寝をしています。
そこで昨年の４月から、アオイちゃんの物

音や人に対しての苦手意識の改善をしよう
と試みてきました。はじめは物音や多くの人
が来ると、室内に入ってしまい出てこなくな
る程でしたが、小さなハードルを日々一緒に
乗り越え、最近では飼育員がそばにいると
来園者の前でも調子の良い時には、昼寝
ができるようになってきました。
これからも、アオイちゃんが来園者の前
でゆっくり昼寝ができるように頑張っていき
たいです。

コアラの冬（１～4月）の餌はどこから来
ると思いますか？
答えは東山動物園のそばにある平和
公園の温室と鹿児島県内之浦（ロケット
の打ち上げ場の近く）と沖縄県名護市の
３ヶ所からです。
名古屋の冬は寒くて、外のユーカリは
枝先が枯れてしまい、コアラの好きな新芽
が無くなります。
そこで冬でもユーカリが成長する暖かい

鹿児島と沖縄で
栽培しています。
昨年は鹿児島

で珍しく雪が積も
り、たくさんの枝が
折れてしまいまし
た。今年は台風の強風による大きな被害を
受けました。２年続けて被害を受け、ユーカリ
の出荷にも大きな影響が出ました。例年なら
台風銀座の沖縄でのユーカリの被害が少な
い、１月～２月を沖縄メインで出荷し、その後
鹿児島からという出荷計画を組んでコアラ
のエサのやり繰りをしています。
冬季の餌を３ヶ所で栽培しているのは危

険分散のためです。今回のように台風の
被害を受けてもどちらからかは出荷が出来
るように、または両方被害を受けても平和
公園の温室からフォロー出来るような栽培
管理をしています。
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飼育係たるもの、担当動物とは自ずと
話す機会が多くなるものです。とはいえ、
こちらが一方的に話し掛けているだけな
のですが。私もゴリラに対し、日々なんや
かんや声を掛けているわけですが、たまに
シャバーニが「グッグー」と返してくれるこ
とがあります。
野生ゴリラ研究の第一人者、京都大
学総長の山極寿一先生によれば、これ
はげっぷ音と呼ばれ、ゴリラ同士の挨拶
や肯定のサインとして交わされる音声だ
そうです。山極先生は野生のゴリラに受
け入れてもらうため、このげっぷ音を会得
されたようです。

ということで、早速私も試してみました。
お腹から声を出すのがポイントということな
ので、腹筋に力をいれ「グフーム」。
『・・・・』。
でしょうね。では、もうちょっとバリトンボイ

ス風に「グッフームッ」。『・・・・』
そうですか。それからというもの、ふと思
いついては「グフーム」。何が正解かもよく
分からないまま「グフーム」。
いまだ皆の反応『？？？』　やはり語学は
難しい。

みなさんご存知のとおり、バードホール
は鳥インフルエンザ対策のため閉鎖して
います。ネットも閉め、お客さんのいない
バードホールは静まり返って非常に寂しい
雰囲気になっています。
ただ、そんな中でも鳥たちは変わらず元
気な姿を見せてくれています。今回は再開
に向けてバードホールの魅力を再確認し
ていきたいと思います。
バードホールの中に一歩入れば網の無

い状態で間近に鳥を見ること
ができ、鳥が羽ばたけば風が
届いたり、耳を澄ませば鳴き声
だけでなく鳥の出す様々な音を
聞いたりできます。鳥が生活している匂い
も感じることができます。ベンチがあるの

で、お好きなペースでゆっくりとご覧いただ
けます。
再開しましたらぜひお越しいただき、バー

ドホールの中でゆったり、じっくりと観察して
みてください。
そして新たな魅
力を発見してく
ださいね。

自然動物館の夜行性動物コーナーで飼
育されている一番オシャレ？な動物を紹介
します。その動物はコジャコウネコです。ジャ
コウネコで有名な「霊猫香（れいびょうこ
う）」と同じ分泌物をコジャコウネコも分泌し
ます。そのため、展示室内は濃厚な香りが
充満しており、まるで香水をまいたかのよう
です。
尾の近くにある香嚢（会陰腺）に含まれ

るペースト状の分泌物が霊猫香ですが、こ

れをぜひお客さんにも堪能して
いただきたい！ということで、通
路に設置しました。ぜひお試し
ください。時間の経過とともに
匂いが変化しますので、「香り」
か「臭い」かは、それぞれ人の
好みによりますが。
ただし、時々濃厚

な香り（臭い）がする
ことがあるので、力
強く吸い込まないで
くださいね。

東山生まれのアジアゾウのさくら
は、平成29年1月29日で4歳にな

りました。生まれたときの体重は130kgだっ
たのに、今では約2000kgもあります。ゾウ
は1日1kgずつ成長すると言われますが、そ
れを上回るペースです。母親のアヌラが約
3000kgなので、見た目にも大きくなったと
実感できると思います。そんなすくすくと育っ

ているさくらは、
日々のトレーニ
ングも徐々に
覚え、蹄のケ
アをするため
の前後の肢出
しや、伏臥や
横臥などの姿

勢など色々なことが出来るようになりまし
た。また、健康チェックに欠かせない採血の
練習も始めています。アヌラは5歳、父親の
コサラは3歳で来園したことを考えれば、さく
らもそろそろ独り立ちして良い頃で、アヌラ
の次の繁殖に向け準備を始めているところ
ですが、甘えん坊のさくらは、まだアヌラの
おっぱいを吸っています。さくらが立派なお
姉さんになれるように、これからもトレーニン
グを続けていきますので、温かく見守って下
さい。

日々、来園者の方たちと話していると「シ
ンリンオオカミはどんな性格ですか？」と多く
の方から質問をいただきます。僕は人間で
もみんな性格が違うように、育ってきた環境
や経験によって、おっとりした子や神経質な
子、人間が恐い子もいると思います。
旧オオカミ舎にいるシンリンオオカミのア

オイちゃんも飼育員に対してはとってもフレ
ンドリーですが、大勢の人や大きな声が苦
手です。

しかし、一緒に暮らしているジャックはおっ
とりしていて、お客さんが大勢いる前でも
堂 と々昼寝をしています。
そこで昨年の４月から、アオイちゃんの物

音や人に対しての苦手意識の改善をしよう
と試みてきました。はじめは物音や多くの人
が来ると、室内に入ってしまい出てこなくな
る程でしたが、小さなハードルを日々一緒に
乗り越え、最近では飼育員がそばにいると
来園者の前でも調子の良い時には、昼寝
ができるようになってきました。
これからも、アオイちゃんが来園者の前
でゆっくり昼寝ができるように頑張っていき
たいです。

コアラの冬（１～4月）の餌はどこから来
ると思いますか？
答えは東山動物園のそばにある平和
公園の温室と鹿児島県内之浦（ロケット
の打ち上げ場の近く）と沖縄県名護市の
３ヶ所からです。
名古屋の冬は寒くて、外のユーカリは
枝先が枯れてしまい、コアラの好きな新芽
が無くなります。
そこで冬でもユーカリが成長する暖かい

鹿児島と沖縄で
栽培しています。
昨年は鹿児島

で珍しく雪が積も
り、たくさんの枝が
折れてしまいまし
た。今年は台風の強風による大きな被害を
受けました。２年続けて被害を受け、ユーカリ
の出荷にも大きな影響が出ました。例年なら
台風銀座の沖縄でのユーカリの被害が少な
い、１月～２月を沖縄メインで出荷し、その後
鹿児島からという出荷計画を組んでコアラ
のエサのやり繰りをしています。
冬季の餌を３ヶ所で栽培しているのは危

険分散のためです。今回のように台風の
被害を受けてもどちらからかは出荷が出来
るように、または両方被害を受けても平和
公園の温室からフォロー出来るような栽培
管理をしています。
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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

麻酔下でアメリカバイソンにパイプカット処置を施す様子

伊藤圭介肖像シーボルトメダルイワネシボリ　錦窼植物図譜　山茶科

動物園で動物の赤ちゃんが市民の皆様へ発信する

力は大きく、繁殖することは動物にとっても行動レパート

リーが増えるのでとても喜ばしいことです。また、管理者

や飼育員にとってもこれまでの飼育方法がその動物に

とって良かったという結果だと思うことができ、良いことづ

くめです。

しかし、動物園では時に繁殖を制限しなければならな

い状況もあります。それは飼育スペースに限りがあったり

血統の偏りが生じてしまうような場合です。他の動物園

でも同様な状況の場合は移動もできません。そのような

場合には、できれば行いたくはないのですが、現状の動

物たちを健康で適切に飼育管理するために繁殖制限

が必要になってきます。

繁殖制限は①物理的に分離②ホルモン処置③外科

的処置に分けられます。

最も一般的な方法は①で、単純にオスメスを別の部

屋で飼育することです。これは東山動物園でもカンガ

ルーやライオン、カバなどの動物種で行われています。

②ホルモン処置方法としては、ピルを飲ませる方法や

ホルモン製剤をインプラント挿入する方法などがありま

す。③外科的処置としては去勢、パイプカット（精管切

断）、卵巣/子宮摘出などの方法があります。東山動物

園ではアメリカバイソンでオス親はパイプカットを行い、オ

ス仔は去勢を行いました。オス仔は人工哺育で育ち、ま

だ群れに合流できていませんが、合流した後にメスの発

情にあわせてオス同士が争い群れが安定しなくなること

が予想されたので、この処置がとられました。パイプカット

と違い、去勢は精巣を取り除いてしまうので男性ホルモ

ンが産生されません。そのため、メスの発情には反応せ

ず繁殖時期に関係したオス同士の闘争は減ると予想さ

れます。

ただし、このような処置を行うと、再び繁殖させることが

できなくなることもあるので、しっかりとした繁殖計画のも

とに行わなければ近い将来に動物園からその動物種が

いなくなってしまう恐れもあります。

昨今、公益社団法人日本動物

園水族館協会では種の保存が必

要な種について優先順位をつけて

国内全体で協力して種を管理して

いけるように取り組んでいます。まだ

まだ課題が多いですが、将来的に

は国内だけでなく世界的に協力して

いけることを期待しています。

（動物病院　佐藤　康弘）

東山植物園は平成２９年３月３日、開園８０年を迎えました。この長きにわたりましてご理解ご協力やあたた

かいご支援をいただきました市民の皆様があって「植物園」を守り育てることができましたこと、深く感謝申し

上げます。構想の当初から、「だれにでも楽しめる植物園」をつくりたいという理想をかかげ、当時「東洋一の

水晶宮」と呼ばれた温室をはじめ、世界各地の珍しい植物や日本の多様な植物を紹介展示して、皆様に身

近な憩いの場、自然に親しむ場とし親しまれてきました。

開園以来の歴史を踏まえた植物園としての特徴に、新たに時代の趨勢にあわせた役割や使命の変化

に対応しつつ、身近に感じられる豊かな自然を体感できる場として、順次整備を図ってきているところです。

園内は残念ながら植物園の象徴である重要文化財温室が修復復原中であり、すっぽりと覆いが被ってしま

って外観もご覧いただけませんが、８０周年の記念事業期間中は、皆様にご満足いただける催しを多く用意

してお迎えします。

期間中に名古屋市博物館において開催される日本の近代植物学の発展に大きく寄与した幕末の長崎

オランダ商館軍医シーボルトの没後１５０年を記念し「よみがえれ！シーボルトの日本博物館」が展示されま

す。これに合わせ、シーボルトと共同で研究を行い、日本の近代植物学の祖とされる尾張名古屋出身の学

者である伊藤圭介を紹介する「シーボルトと伊藤圭介」展を開催します。植物園の圭介縁の所蔵品、およ

び昨年ご子孫にあたる伊藤本家から追加のご寄贈をいただきました未発表５０数点とともに植物学、博物

学の黎明期の日欧の貴重な資料を記念公開します。

さらに、植物園の８０年の歴史を踏まえた行事や展示、植物園に縁や関係の深い白川村や東栄町、西

尾市などの皆様のご協力イベント、いうまでもなく植物に関するご来園の皆様といっしょに創り上げるイベン

ト、ワークショップの数々や講演会、植物の記念導入など色々な催しを企画してたくさんの皆様のご来園をお

待ちしています。

これを期に、今後とも市民の皆様に愛され誇れて親しまれ続けていただける東山植物園として未来に繋

がり、持続可能な地域の環境を守り育ててまいりたいと願っております。

（植物園長　藤井　辰則）

繁殖と管理のバランス
東山植物園８０年
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植植物物管管 人人人理理 だだよよりり

この時期に花火？ましてや温室に？
と、思われる方が多くいると思います
が・・・
何と！ここ東山植物園の温室にはこの冬

の時期にしか見られない花火があります。
それが｢冬の花火｣です！
実はこの冬の花火と言う名前は東山植
物園オリジナルの呼び名で、正式名はクレ
ロデンドルム･クアドリロクラレです。
なぜこの名前が付いたかと言うとこの空
気が澄んで花の少ない時期、小さな白い花
一つ一つが上を目指し咲き、その集まりが

咲きそろうと、まさに大輪の花火が打ち上
がったかのような姿を見せることから｢冬の
花火｣と付けました。
ちなみにこの花の開花時間は夜から朝
方にかけてで（中にはバナナの皮をむく様
に一枚一枚花びらが反り返りながら咲くツ
ボミも）、その間まだツボミの状態の物はた
えずニョキニョキと左右上下にと夜中中動

いています。植物（自然）
の不思議さを感じます。
花一つ一つ特徴を持

ち、人の知らない姿が植
物にはあります。

様々な春の花があるなかで、今年も３月
か４月に見られると思うカタクリの花をご
紹介します。
カタクリの花は、紫ピンク色の可愛らしい
花ですが、実は、最初の花が咲くまでには
長い年月がかかります。この球根は分球で
繁殖することがまれで、カタクリの繁殖は分
球ではなく、種子で行われます。発芽１年目
のカタクリは、細い糸状の葉を１枚出し、２
年目になると楕円形になった１枚の葉に成
長し７年から８年くらいは株が充実するまで
１枚の葉ですごすといわれています。ちなみ
に、カタクリの花言葉は、「初恋」「寂しさに
耐える」だそうです。
園内でカタクリが見られる代表的な場所

ちょうど外に出るのが楽しみな季節です
から、ぜひお花も見に園内にも遊びにきて
ください。

に、星ヶ丘門に近い日本庭園があります。
万葉集のなかの大伴家持の歌の立て
看板の後ろにカタクリはあります。
踏まれないようにロープ柵で囲ったなか

で、花は見られると思います。
開園８０周年を迎える３月は園内で様々

なイベントが開催されます。

指導園芸係
鹿嶋　数一

緑地造園係
渡部　美雪

いくつものツボミが顔を見せ

見事に打ち上がった｢冬の花火｣

こんな可愛らしい花がいくつも

冬の時期、
温室に花火が・・・！？

木にも花が咲いて
春の気配が感じられる
季節になりました。

ヘントウと読みます。これは、ナッツ類として、とてもおいしい
アーモンドのことです。普段、食べているのは仁の部分。花はこ
んな風に桃の花によく似たピンクの花をつけます。
なかなか、見る機会はないと思いますので、是非、ご覧になっ
てください。

寒さもだんだんとゆるんできている今日この頃です。そんな、植物園の中でも、この時期から見ごろを迎える「桜
の回廊」について、いわゆる“サクラ”以外にも見どころの花がありますので、ご紹介します。

桜の回廊には、約１００種の桜があり、早咲きから遅咲き。一重から八重咲。春と言えばサクラが皆様一番の
お目当てかと思いますが、それ以外にも、非常に魅力的な花もありますので、ちょっと気にかけていただけるとうれ
しいです。

早口言葉に出てくる、“すもももももももものうち”のスモモで
す。確かに大きく見れば、同じバラ科の仲間ですが、モモは
Amygdalus属、スモモはPrunus属。
属レベルでは違うものなんです。
写真のように花は白くて、きれいなので、これもおすすめです。

最後に、アンズの花です。アプリコットと言った方がわかりや
すいでしょうか？
生食よりも、ジャムやドライフルーツなどにするとおいしいです。
薬用では杏仁（キョウニン）と呼ばれています。
桃色の花で、とても美しいですよ。
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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。
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「他の大都市に有って名古屋市に無いもの、
　　　而かも金持も貧乏人も　均一に裨益（ひえき）する植物園」

●東邦ガス初代社長　岡本 櫻氏の想い

「本草学都市名古屋に設立する植物園」

●名古屋博物学会長　梅村 甚太郎の想い

「文化性の香り高い植物園」　

●初代東山植物園長　横井 時綱の想い

「園芸文化の城、東洋一の水晶宮をもつ植物園」

●二代目東山植物園長　水野 耕一の想い

コンクリート製の恐竜

ライオン舎

顕微鏡

ターヘル・アナトミア

大水禽舎

解体新書の原書

シーボルトから
贈られたという

80周年記念　東山植物園誕生にまつわる特別企画展

２月２１日(火)～３月５日(日)「東山植物園誕生への想い」
東山植物園は昭和12年（1937）3月3日に開園し、今年で80周年を迎えました。植物園建設の原動力となったのは昭和

7年（1937）の名古屋博物学会からの植物園設置に関する陳情書と、東邦ガス会社からの市立植物園設備費の指定寄
付でした。今回の特別企画展では、東邦ガス初代社長　岡本櫻氏、名古屋博物学会会長　梅村甚太郎氏、植物園を実
質的に建設した初代植物園長の横井時綱、植物園の中心的施設となる温室の構想・管理を行った水野耕一の四人につ
いて紹介しました。80年という節目の時期に今一度、植物園誕生にかけた人々の想いを振り返りながら、これからの植物園
がどうあるべきなのか、みなさんとともに考えて行く機会になりました。

岡本氏は、「ガス博士」と称えられていた一方で、駒場の農科大学に１年籍を置いたこともあり植物に関心が深かった
と言われています。また教育にも関心が高く（財）桜菊女子学園を設立しています。岡本氏は優秀な技術者また科学的
事業者であったばかりでなく、人道的で品格のある人柄は、人々に敬愛されており亡くなって３年後には「岡本桜伝」が
出版されています。当時温室といえば、特別な財産家の持ち物。そんな岡本氏が望んだ植物園は、誰もが平等に植物を
楽しむことができる市立の植物園でした。
引用・参考　服部直吉『岡本櫻先生を憶ふ』1930年　東邦瓦斯株式会社編『岡本櫻伝』東邦瓦斯　1969年

梅村氏は、58年間東海地方を始め日本各地で教員を務め、その間、西村広休、伊藤圭介らに本草学を学び、牧野富
太郎、三好學等名高い植物学者との親交があり、博物史のなかでは最後の本草学者と言われる人物です。名古屋市
議会あての陳情書では、古来名古屋市は松平君山、水谷豊文、幾多の本草学者の出た土地であることをあげ、また学
校の先生らしく植物園や標本館を設立し学徒が自然に親しめるよう、また市民の心身向上を図るよう植物園や標本館を
設立してほしいと要望しました。
参考：名古屋市「陳情書　植物園及標本館設立ノ件」名古屋市市会会議録昭和７年版、９月23日付、名古屋市市政資料館所蔵
　　 梅村雪『梅村甚太郎日記抄』、1986年

東邦ガスが、「植物園を」と寄付したのだから、当然、植物園が主でなくてはならないのに、ふたを開けてみると、いつの
間にか動物園が主になり、植物園の予算は温室を建てるだけくらいのものでした。植物園の造成責任者の横井は歯をく
いしばるようにして仕事をしながら、植物に関心のある人は名古屋にも多いはず、工事に従事する職員に向け「文化性
の香り高い植物園を造ろう」と１つの目標をかかげました。横井は、尾張藩の武士で俳文学者横井也有の子孫である誇
りを胸に秘めた、千葉高等園芸学校（現千葉大）で学んだロマンチストでした。
参考：『中日新聞』東山動植物園50周年　花と人と木の共演』No．50、52、1987年

岐阜高等農林学校（現岐阜大）を卒業後、大温室のあった京都の加賀正太郎邸で園丁として働き、植物園を作る
からと名古屋市から声がかかった時、加賀は水野に「名古屋に園芸文化の城を築きなさい」と声をかけました。就職して
間もなく水野は市長に呼ばれ「大温室をつくることになった。東洋一のいいものを建てろ」と命ぜられています。開園前
には、温室の図面を見た市長から「こんな大きな温室に入れる物はあるのか？」と聞かれると熱帯植物の名前をスラスラ
と挙げ周囲を驚かせました。当時の横井園長には「温室の中で植物と一緒に暮らしたい」と話すほど植物を愛していま
した。
参考：『中日新聞』東山動植物園50周年　花と人と木の共演』No．51、53、1987年

動物園には、実は恐竜が
います。開園1周年を記念し
て造られたコンクリート製の
恐竜です。年月を経て随分
弱っていましたが、恐竜の補
強と広場の整備をして、近く
でご覧いただけるようにし
ます。
「歴史探訪80ヵ所巡り」で
は、園内各所に懐かしの写真
を設置。へえ！と驚く、東山
の今昔を感じられます。

次に、植物園に伝わるお宝を紹介します。シー
ボルトという名前は、歴史の授業で聞いたことが
あるはず。東山には、実はシーボルトにゆかりがあ
るのです。植物園では、シーボルトから贈られたと
いう顕微鏡や、日本に4冊しか現存しないターヘ
ル・アナトミア（解体新書の原書）を特別公開する
とともに、市博物館の企画展と時期を合わせて特
別展「シーボルトと伊藤圭介展」を開催します。

他にもたくさんイベントは企画していますが、もう１つ紹介します。
ご来園の際にはきっと写真もたくさん撮るはず。写真を撮るついでにマメ知識が得られる図鑑アプリがありま
す。思い出のアルバムがオリジナル図鑑にもなります。園内マップやイベント情報も見られるので、ご来園の際に
はぜひご活用ください。

先回紹介した新しい東山も、今回紹介した昔からの東山も、いろいろな東山をじっくり味わってくださいね。

80周年の東山は驚きとワクワクがいっぱい！　特別企画紹介の第2弾です。
80年もの時を重ねた東山動植物園。歴史的な資産もたくさんあります。
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ボルトという名前は、歴史の授業で聞いたことが
あるはず。東山には、実はシーボルトにゆかりがあ
るのです。植物園では、シーボルトから贈られたと
いう顕微鏡や、日本に4冊しか現存しないターヘ
ル・アナトミア（解体新書の原書）を特別公開する
とともに、市博物館の企画展と時期を合わせて特
別展「シーボルトと伊藤圭介展」を開催します。

他にもたくさんイベントは企画していますが、もう１つ紹介します。
ご来園の際にはきっと写真もたくさん撮るはず。写真を撮るついでにマメ知識が得られる図鑑アプリがありま
す。思い出のアルバムがオリジナル図鑑にもなります。園内マップやイベント情報も見られるので、ご来園の際に
はぜひご活用ください。

先回紹介した新しい東山も、今回紹介した昔からの東山も、いろいろな東山をじっくり味わってくださいね。

80周年の東山は驚きとワクワクがいっぱい！　特別企画紹介の第2弾です。
80年もの時を重ねた東山動植物園。歴史的な資産もたくさんあります。
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なつかしい写真がいっぱい！

木っとZOOM

開園当時



 正解は
①

１枚
でした。

A

① １枚　② ５０枚以上　③ 葉はついていない裏表紙の「ショクダイオオコンニャク」に
葉は何枚あるでしょう？

Q

号のクイズの答え39ひがしやま

東 山 動 植 物 園 ＊北 園＊東 山 動 植 物 園 ＊北 園＊

が復活します！
●ユキヒョウソフト￥400 ●コアラカレー￥750

楽しい思い出を作ろう！楽しい思い出を作ろう！

80周年
限定！

春の遊園地で思いっきり遊ぼう！春の遊園地で思いっきり遊ぼう！

￥950

●メッチャラブ
　ユキヒョウ&トラS

￥860

●ユキヒョウ
　トートバッグＳ

￥1,940

●ユキヒョウＴシャツ
　大人サイズ

古紙パルプを含む再生紙を使用しています
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ひがしやまひがしやま

のりものパスポート券のりものパスポート券
＊P A S S P O R T＊＊P A S S P O R T＊大人気！
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ユキヒョウ兼六園菊桜


