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動物病院日誌 Vol.44
「2018年2月5日
　　ユキヒョウのコハク（オス）が浜松市動物園へ転出」

０６ 植物園トピックス
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昨年、東山動植物園としまして開園80周年を迎えたところですが、今年は、名古屋市に市営の動物園が誕生して

100周年の年にあたります。

名古屋の動物園のルーツは明治時代にさかのぼることができ、歴史を語る上で忘れてはならない出来事が二つあ

ります。一つ目は明治23年に名古屋市中区前津町（現在の上前津付近）において市内在住の今泉七五郎氏が個

人経営で種々の動物を一般に公開していた「浪越教育動植物苑」（明治43年10月に大須門前町に移転）で、二つ

目が大正7年4月に開園し、東山動物園の前身となる「名古屋市立鶴舞公園付属動物園」です。今泉氏は自ら収集

した1000余種の動植物コレクションを大正6年に名古屋市に寄付したことがきっかけとなり市営の動物園が誕生し

ました。開園した直後は1.07haだった園内は大正14年にさらに広くなり、昭和4年4月1日に「市立名古屋動物園」と

名称が変わり、現在の東山公園に移転するまでの19年の間、鶴舞公園で市民に親しまれました。

当時の飼育動物は244種787点（昭和6年当時）でアジアゾウ、ライオン、トラ、カバ、ワニ、ニシキヘビなど規模は小

さいながらも、コレクションは充実しており、毎年秋には「動物祭」が開催され、国鉄（現在のJR）中央線のガード前には

特大のゲート看板が掲げられてたいへん賑わったとの記録が残っています。その後も飼育動物が増え、手狭な状態が

続いていたことが現在の東山公園への移転につながりました。

現在の鶴舞公園に当時の面影はほとんどありませんが、唯一残っているのが当時の門柱2本（写真）です。また、

鶴舞時代にも飼育展示していて、現在も東山で飼育展示している動物種を数えてみたところ約60種ありました。鶴舞

時代から「楽しむ」「種の保存」「教育」などの礎が築かれており、当時の想いが今日まで受け継がれていることは、大

変誇らしく、みなさまに感謝するとともに、この100年の歩みを楽しみながら名古屋市動物園のルーツを知っていただく

機会にしたいと思っています。

（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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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、
飼育環境改善や動物福祉など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

表紙／チンパンジー 

昨年10月21日にメスの双子が誕生しました。飼育係員の心配をよそにベテラン母さんのカズミは2頭を上手に抱いて育児をしています。
（撮影／管理課　種田　顕 ・ 文／内藤　仁美）

1月末から2月にかけて、現チンパンジー
施設の屋外放飼場にあったタワーの一部
を、建設中の新しいチンパンジー施設で
再利用するために移設しました。

移設工事が終わり、久しぶりに外に出
たチンパンジーたちは、土台から1段目の
みを残した状態のタワーに若干驚いたよう
なそぶりをみせましたが、しばらくすると雄た
ちがこぞって支柱に登り辺りを見回し始め
ました。

（撮影/茶谷　公一 ・ 文/内藤　仁美）
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フラミンゴの移動

はじめに
昨年度、東山動植物園で高病原
性鳥インフルエンザ（HPAI）が発生す
る前のことになりますが、国内でHPAI
の発生が多発した影響により、2016
年12月に渡り鳥が飛来する古代池
にいたベニイロフラミンゴとチリーフラ
ミンゴを仮獣舎へ移動させました。移
動に至る経緯と、移動後から現在に
至るまでの経過を報告します。

フラミンゴ移動の経緯
2016年11月29日～12月4日にコクチョウ2羽が相次いで死
亡したため、HPAI対策の一環として、12月5日に古代池からベ
ニイロフラミンゴとチリーフラミンゴを草食獣仮獣舎へ移動させま
した。古代池にはウイルスを海外から日本に運んできていると考
えられている渡り鳥が多数飛来してきていたためです。なお、死
亡したコクチョウにはHPAIに特徴的な症状はなく、この時点で
は園内でのHPAI発生は疑われていませんでした。

草食獣仮獣舎への移動
元々草食獣仮獣舎はロバやヤギなどの草食獣を飼育する施設ですが、どうしてフラミンゴの移動先に

なったかというと、運動場が格子で覆われており渡り鳥が飛来してくる心配がない事と、他の獣舎からは独
立していて、仮にフラミンゴが鳥インフルエンザに感染していたとしても外部へ拡がる可能性は低いと考えら
れたためです。ただ、急遽決定したことだったので、十分な準備ができていない状況の中でフラミンゴを移動
せざるを得ませんでした。

仮獣舎での暮らしぶり
水鳥であるフラミンゴにとって移動した直後の草食獣仮獣舎の環境

は決して快適な場所とはいえませんでした。移動した直後の生活環境
は、室内はゴムマットの平らな床と水飲み場があり、運動場は土のみでし
た。チリーフラミンゴは比較的早くにエサを食べ始めましたが、ベニイロフ
ラミンゴは落ち着きがなく採食量も落ちてしまいました。

仮獣舎飼育環境の改善
移動した後になりましたが、水浴びできるよう運動場にプールを作りました。プールを作る際も深さはどの
程度が良いのか、プールに入る際の坂の角度はどの程度が良いのかなど、フラミンゴにとってどのような環
境が良いのかを考えながら試行錯誤しました。また、室内は床が常に濡れているようにしました。床が濡れて
いると、フラミンゴの足の裏の
乾燥を防ぐ効果と、糞尿が流
し出されフラミンゴが糞尿の上
を歩くのを回避でき、足裏を衛
生的に保つ効果があります。

現在
古代池という広 と々した生活場所から仮獣舎という限られた場所に
移動して過ごすことになったフラミンゴが、少しでも早く安心して快適
に暮らせるようにと思い、環境を整えてきました。繁殖期である夏には、
仮獣舎の中で産卵まではしませんでしたが、営巣はしました。今ではこ
の生活にも慣れて過ごしてくれているようです。

最後に
ＨＰＡＩが東山動植物園で発生することが二度とないように、現在、古代池は飼育動物が野鳥と接しない
施設に改修しています。そのため、長期にわたりフラミンゴを仮獣舎で飼育し続けることになっていますが、
フラミンゴが安心して過ごせるように環境を改善することで、今では問題なく暮らしています。
フラミンゴは2018年度中には古代池に戻る予定ですが、戻った後でもフラミンゴ達が安心して快適な生
活が送れるように心がけていきたいと思います。

（飼育第一係3班　谷　佳明）

フラミンゴ移動の経緯
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運動場で休むアオイちゃん

寝室で熟睡するアオイちゃん

昨年色々話題に取り上げられましたケイ
ジ君ですが朝と昼にお楽しみ
時間があります。
それは黄色っぽい袋にエサ

を入れて運動場に置くのです
が（今日は何かな～と考えてい
るかどうかはわかりませんが…）
顔を袋の中に突っ込んでかわ
いい姿で食べています。15種
類ぐらいの食べ物をランダム

に入れていて、中身はリンゴ、バナナ、キウ
イフルーツ、煮干し、サル用ペレット、レー
ズンなどです。
しかし、さすがケイジ君！
お目当てのお客さんが見え

ると餌そっちのけで猛アピールしに行くの
で、「ではいただきます」とマツさんが好きな

ものを選んで食べてい
ます。でも大丈夫です。
2頭の好みは違うので
お互い分け合っていま
す。袋から何を出してい
るか、好きな餌は何か
当ててみてください。

昨年度は高病原性鳥インフルエンザ
（HPAI）の発生により休園し、来園を楽しみ
にしていたみなさんにはご迷惑をおかけしま
した。
発生後に開園した際は、ペンギン舎では
緊急対応として簡易の野鳥除けネットを張
り営業してきましたが、今後園内で再び
HPAIが発生することを防ぐため、冬の間に
しっかりとしたネットに張り替える工事をして
おり、春には完成している予定です。

工事の間はペンギンを展示でき
ない期間もあり、ご迷惑をおかけし
ます。我 も々ペンギンたちの一時的
な引っ越しなどがあって大変です
が、見にくかった緑の簡易ネットは、
見やすいネットに変更になる予定

です。ネットが新しくなったらぜひまた
遊びにきてください。（写真は簡易
ネットを張ったペン
ギン舎）

最近、日本の動物園でも『動物の生活
の質を向上させよう』といった動きが多く
の場所で見かける機会が増えてきました。
しかし、生活の質とは一体どのようなもの
なのでしょうか？多くの考え方があるでしょ
うし、正解のない問題なだけに難しい話で
すが、今回は『当たり前の行動を当たり前
にできること』といった点についてお話しさ
せていただきます。当たり前の行動とはリ
ラックスして寝たり、地面のエサを探した

り、繁殖をし、子育てをしたり、その動物本
来の行動のことです。そんなのできて当た
り前では？と思う方も多いと思いますが、実
はそうでない動物も動物園には多くいると
最近では問題視されてきています。そんな
動物の１頭にシンリンオオカミのアオイ
ちゃんがいます。アオ
イちゃんは多くの来園
者が来ると恐くて奥に
隠れてしまい、ウロウロ
してしまいます。そんな
アオイちゃんに少しで
も当たり前の行動をしてもらおうと日々い
ろいろやっています。何をやっているのか、

旧シンリンオオカミ舎まで見に来て
くださいね～

現在、コアラ舎では昨年4月に
生まれたホリーの子「こまち」が元
気な姿を見せてくれています。コア
ラはみんなモコモコとしていてかわ
いらしいのですが、特に幼い頃の
コアラはまるでぬいぐるみのようで
す。まだたどたどしい動きなども本
当にかわいらしく、何度見てもつい
つい頬が緩みます。
さて、このコアラは性別がメスと

判明したのですが、過去の東山動植物園
でのコアラの繁殖記録を見返してみると、
メスの子どもが生
育するのはなんと！

約14年ぶりだということがわかりました。
生まれた直後や成長の途中で死亡してし
まった例もあるため、メスが全く生まれていな
いという事ではないのですが、最近は比較的
オスが多く生まれていたようです。私にとっ
てもコアラ担当になってから初めて経験す
るメスの誕生です。成長過程でオスとメスで
それぞれ特徴や違いなどがみられるのか
な？という事も楽しみにしつつ、「こまち」が
元気に成長してくれるようにしっかりと見
守っていきたいと思います。

こども動物園に来たら、ぜひ見てほしい
ものがあります。動物たちの食事シーンや、
ふわふわになったヒツジやアルパカ、そして
うんこ。ふれあい広場には七種類の草食動
物が暮らしています。みんな食べている草
は同じですが、モルモットはバナナチョコ型、
ヤギやヒツジはチョコボール型、ポニーは鈴
カステラ型などなど、うんこの形や大きさは
様 で々す。七種類の動物の中でも、違いが
分かりやすいヤギのうんこをよーく見てみる

と、オスとメスで形や大きさが少し違ってきま
す。だけど・・・。うんこだから臭そうだし、あまり

近くで見たくないなと思われる方もいらっ
しゃるかもしれません。大丈夫です！そんなに

臭いません。ちょっと
気にして見てみよう
かな、と思ってくれる
方がいらっしゃいまし
たら、まずは観察し
やすいヤギのうんこ
から始めてみてくだ
さい。

東山動物園のゴリラ達はシュート（ゴリ
ラの通路）で寝ています。気温が高いとほ
ぼ何も敷きませんが、肌寒くなってくると藁
を運んで敷くようになります。でもシュートは
格子状のため、殆どの藁がバラバラと下
に落ちてしまいます。そこで私達はドンゴロ
ス（麻袋）を与えるのですが、適当に渡して
はシャバーニが総取りしてしまうため、皆に
行き渡らせるためには、渡し方が重要に
なってきます。最初に、寝床へ移動するの

が一番早いシャバー
ニに渡し、他の4頭は
消灯時間迄しばしお
預けとします。そして消
灯直前に入舎すると、
4頭に手早く渡し、サッ
と消灯してしまいます。
暗くすることで、“奪い
取る気持ちをそぐ作
戦”です。この時アイ
には直接手渡すこと
はせず、格子の外に
置いておきます。そうするとアイは、暗い中
木の枝を器用に使って、ドンゴロスを釣り

上げるのです。ネネ、キヨ
マサ親子に見つからぬ
ようこっそりと。こんな器
用なことができるのは今
のところアイだけです。た
だし、時には釣果ゼロな
んてことも。

飼育第二係3班
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伊藤　梨紗

飼育第一係2班
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【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34年5月31日、動物取扱責任者：黒邉　雅実

ーストラリアを代表する動物の一つがコアラである。
無邪気で愛くるしい様子は世界中で親しまれ、動物

園の人気者である。有袋類の仲間で、1.5cmほどの小さな仔を産み、母親の育仔嚢と呼ばれるお腹の袋の中で半年ほど
育てる。樹上性で、一日のうち18～20時間ほどを眠って過ごし、好みに合ったユーカリ以外はほとんど口にすることはな
い。飼育にはユーカリの確保が不可欠で、東山では近くの平和公園で約30種、1万本を栽培しているほか、静岡、鹿児
島、沖縄の農家などに栽培を委託している。日本で最初の飼育は1984年10月で、東山動植物園、東京都多摩動物公
園、鹿児島市平川動物公園の３園が同時にスタートした（国内飼育数は2017年末で8園44頭）。東山はオーストラリアの
シドニー市と姉妹友好都市提携を結んでいることから、その友好の証としてコアラが贈られ、現在は８頭（2018年１月末）
を飼育している。昨年4月に誕生したメスのコアラは、名前が一般公募により「こまち」と名付けられた。

つて、オーストラリアには1,000万頭以上のコアラが生息していたといわれている。しかし、ヨーロッパからの入植
が始まった頃から、毛皮を目的とした狩猟が盛んに行われ（1927年まで。クイーンズランド州）、生息数は激減し

た。また最近では、気候変動の影響や干ばつ・森林火災によって、コアラの生息する森が少なくなるだけでなく、クラミジ
アやレトロウイルスによる病気、交通事故や放し飼いの犬による被害もあり、2010年の調査では30万～50万頭程度ま
で減少したとされる。このため、2016年に絶滅危惧種（VU）に指定された。オーストラリアの生息地州ごとに保全管理プ
ログラムが作られ、保護や再導入が行われている。

（動物園　茶谷　公一）

オ

か

全身くまなく触って異常がないか確認する

コハクの後ろからそっと吹き矢で狙う

コハクの口腔内をチェック

ユキヒョウのコハク（オス）が浜松市動物園へ転出しまし

た。国内の動物園では希少種をはじめとした動物がだんだ

ん減少しています。そこで、ブリーディングローンという動物を

貸し借りすることで動物の繁殖に取り組んでいます。

2018年2月5日、ユキヒョウのコハクの転出日のことです。

その日、コハクに麻酔薬を注射して輸送用の檻に入れる

ために、私は朝一番に動物病院で麻酔薬を準備しました。

麻酔薬の量は体重によって変わります。体重測定が簡単に

できない動物は体の大きさや肉付きなどから目測で体重を

予想して決めます。しかし、この時期のユキヒョウは毛がとて

も密集していて、体形がわかりにくいため、過去の麻酔時の

体重も参考にして予想しました。

麻酔薬の準備ができたら薬入りの吹き矢をもってユキ

ヒョウがいる獣舎の裏側へ行きました。吹き矢を打つときは

なるべく動物を刺激しないようにすることが重要です。刺激

で興奮させてしまい動き回ると、吹き矢で狙いにくかったり、

麻酔の効き目が悪くなったりすることもあるからです。私は、

筒に矢を入れてユキヒョウの獣舎にそっと入りました。なるべ

く音を立てず近づき、檻の格子の隙間から筒を差し込み、狙

いを定めて息を大きく吸ったあとに「ビュッ」と勢いよく息を吐

いて矢を吹き出しました。矢はお尻のあたりに命中しました。

その瞬間、麻酔記録をとるためにストップウォッチをスタートさ

せ、静かに待ちました。しばらくすると、コハクはうつらうつらと

眠たそうにしはじめました。約10分後、見た目は寝ているよう

でしたので檻の外から長い棒でコハクをゆさゆさとゆすった

り、鍵の音を鳴らしたりして、耳が動かないかその反応を見ま

した。反応が無かったので檻内へ入り、コハクが動かないの

を確認しました。その後、健康チェックのために採血を行い、

体重測定をして、口の中をのぞいて歯の状態を確認したり、

普段は触れることができない全身をくまなく触り、異常がない

か調べました。

その後、輸送用の檻にコハクを入れて、麻酔の拮抗剤を

注射しました。動物病院へ移動し、檻ごと暖房の効いた室

内に入れてコハクを十分に覚醒させました。

しばらくするとコハクは目が覚め、普通の状態に戻ったの

で、正午ごろに浜松市動物園へ出発しました。

午後2時ごろ無事に到着したとの連絡があり、私はほっと

しました。

コハクは、今後、繁殖相手となるリーベと次世代のユキ

ヒョウを残してくれると期待しています。

　

（指導衛生係　佐藤　康弘）

レッドリストとは、IUCN(国際自然保護連合)が1988年から刊行している
世界で絶滅の恐れがある野生生物種のリストです。2017年12月においては
8,374種が「絶滅の恐れのある動物種(脊椎動物)」として掲載されています。
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2018年2月5日
ユキヒョウのコハク（オス）が浜松市動物園へ転出
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絶　　滅　　種 （EX/EXTINCT） 絶滅が確認された
野 生 絶 滅 種 （EW/EXTINCT IN THE WILD） 野生では絶滅した
絶滅危惧ⅠA類種 （CR/CRITICALLY ENDANGERD） 絶滅寸前の状態にある
絶滅危惧ⅠB類種 （EN/ENDANGERD） 絶滅する恐れが非常に高い
絶滅危惧Ⅱ類種 （VU/VULNERABLE） 絶滅の恐れが高い

コアラ
分　類：哺乳網　カンガルー目（双前歯目）
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植植物物管管 人人人理理 だだよよりり　 物 園 長
の

エ ッ セ イ
植

はじめまして、２０１７年４月から
バラ園の担当をしている熊崎で
す。今年度のバラ園の春バラ（５
月中旬～６月）は９割以上が開花
し大いに盛り上がりました。しかし、

１０月の台風と日照不足の影響が大きく、
秋バラ（１０月中旬～１１月）開花はお世辞
にも良いとは言えない状況でした。来園さ
れたお客様からも「今年の秋バラはね」と
暗い顔をされることもあり、担当者としては
もどかしく心苦しい日々が続きました。

秋バラを咲かせるためには２月下旬～３
月上旬に行う冬期剪定（冬剪定）がとても
大切になります。その年の開花の基礎と
なるのがこの時期に行う剪定です。
今年の私の目標はバラの基礎管理を

しっかり行い、春・秋バラともにきれいに咲
かせ「今年のバラはいいね」
の言葉がもらえることです。
最後に、写真はつるバラの

剪定（１２月中旬～１月）にな
ります。つるバラが固くなる前
に結び付けることで様々なカ
タチを描くことが出来ます。

まず皆さんが温室に入り思うのが「綺
麗な花が咲いてるね」が第一声ですよね。
まさかその花がしおれるまでひたすら動
いてることを知っていましたか？
その中の一つ、特徴的な動きをするオ
オベニゴウガンを少し紹介します。
マメ科ベニゴウガン属、属名はギリシャ
語で「美しい雄蕊」という意味を持ち、花
色は赤と白があります。その形は半球形で
ツボミの中に幾つもの糸状の雄蕊があり、
開き切ると化粧道具に使う化粧パフによ
く似ています。
一粒一粒のつぼみから蕊が出てくると

き、丸めた糸が弾ける様にねじりながら伸
びきり、開き切った後も人の目では分から

特徴をもった個性的な植物が
数多くこの温室内にはあります。

ない速度で絶えず左右上下にと
動き回っています。その理由の
一つは動き回る事により、先端
に付いている花粉を虫や鳥達に
自分の子孫を残す為に運んでも
らうことです。このように人には
見えない動きをし続ける花など

緑地造園係　
熊崎　貴祥

指導園芸係
鹿嶋　数一

▲化粧パフのような花（白花）

植物園の地層東海の植物保存園

シラタマホシクサ
（東海丘陵要素植物 夏-秋）

古窯実測図

▲ツボミから雄蕊が弾け出す瞬間

▲つるバラ剪定前

▲つるバラ剪定後

東山動植物園は、市街地にありながら、名古屋東部の自然環境を残した園地が広がっています。名古屋

の東部丘陵の自然環境について、先日、ＮＨＫの番組「ブラタモリ」で、東山動植物園の地質について放送

されました。当園内は、番組で紹介されたように、この地方に古くから焼き物をつくるための窯址がいくつも残

っています。植物園内では、昭和４７年、日本庭園を造るための工事中に古い茶碗や皿のほか、瓦や仏具な

どが発見されています。発掘により、１０００年ほど前の平安・鎌倉時代の窖窯址であると調査されました。こ

こでは、地下に厚い良質の粘土層があり、それを用いて窯を使い周辺の樹木を薪として利用し、須恵器と呼

ばれるものを焼いていたようです。東山周辺では５世紀ごろから焼き物の産地として大きく広がり、この地方

を代表する産業となっていきました。出土した窯は、上部がつながったまま発掘され、非常に貴重な歴史遺産

として状態を保存するため、屋根で覆い壊れないようにしてご覧頂いています。

園内は、この厚く堆積した粘土の地層の上に赤土で大量の礫を含んだ地層があります。地層の境目から

地下水が湧き出し規模の小さな湿地となるところがあり、他の地域で良く見られる高層湿原などとは違って、

温暖な気候の所に、水温が冷たく、栄養分をほとんど含まない湧き水が崩れやすい礫層に沿って流れ出る

構造となっています。このため、寒冷地と温暖地という異なる条件で育つものが混じり合い、さらに栄養分の

少ない生存競争が難しい条件が重なって独特な植物が見られます。特にこれら地域の湿地に育つ植物群

を「東海丘陵要素植物群」と呼び、絶滅危惧種や固有種が多く、保全が必要となっています。植物園では、

これらの植物を、園内にある自然の湧水地を利用し、湿地園、東海の植物保存園として生息地に近い環境

で保全を進めています。

（東山植物園長　藤井　辰則） 「いいね」がもらえる年に
なりますように

人には見えない動きを
し続けている花
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東山動植物園は、市街地にありながら、名古屋東部の自然環境を残した園地が広がっています。名古屋

の東部丘陵の自然環境について、先日、ＮＨＫの番組「ブラタモリ」で、東山動植物園の地質について放送

されました。当園内は、番組で紹介されたように、この地方に古くから焼き物をつくるための窯址がいくつも残

っています。植物園内では、昭和４７年、日本庭園を造るための工事中に古い茶碗や皿のほか、瓦や仏具な

どが発見されています。発掘により、１０００年ほど前の平安・鎌倉時代の窖窯址であると調査されました。こ

こでは、地下に厚い良質の粘土層があり、それを用いて窯を使い周辺の樹木を薪として利用し、須恵器と呼

ばれるものを焼いていたようです。東山周辺では５世紀ごろから焼き物の産地として大きく広がり、この地方

を代表する産業となっていきました。出土した窯は、上部がつながったまま発掘され、非常に貴重な歴史遺産

として状態を保存するため、屋根で覆い壊れないようにしてご覧頂いています。

園内は、この厚く堆積した粘土の地層の上に赤土で大量の礫を含んだ地層があります。地層の境目から

地下水が湧き出し規模の小さな湿地となるところがあり、他の地域で良く見られる高層湿原などとは違って、

温暖な気候の所に、水温が冷たく、栄養分をほとんど含まない湧き水が崩れやすい礫層に沿って流れ出る

構造となっています。このため、寒冷地と温暖地という異なる条件で育つものが混じり合い、さらに栄養分の

少ない生存競争が難しい条件が重なって独特な植物が見られます。特にこれら地域の湿地に育つ植物群

を「東海丘陵要素植物群」と呼び、絶滅危惧種や固有種が多く、保全が必要となっています。植物園では、

これらの植物を、園内にある自然の湧水地を利用し、湿地園、東海の植物保存園として生息地に近い環境

で保全を進めています。

（東山植物園長　藤井　辰則） 「いいね」がもらえる年に
なりますように

人には見えない動きを
し続けている花

東山動植物園の
地質・古窯群と植物

こ　 　よう　  ぐん

じょうきょう きそ

せんてい

えいきょう

か

も

せんたん

ため

とくちょうてき

おしべ

いく

けしょう

つぶ しべ

はじ の

かんきょう

きゅうりょう

かまあと

ちゃわん かわら

あなはっくつ かまあと

ねんどそう たきぎ すえき

きちょう いさん

ほぞん おお こわ らんいただ

たいせき れき

わ きぼ しっち

れきそう

むずか

ぜつめつきぐしゅ



山野のやや湿ったところに生える多年草で、春に地際から

花茎を伸ばして、その先端に数輪の花をまとめて咲かせます。

和名は「猩々袴」の意で、花の色を中国の伝説上の生き

物である猩々の赤い顔に、根出葉をその袴にたとえたものと

いわれています。

※ショウジョウバカマは常緑のため、スプリング・エフェメラルに含まな
い場合もあります。

ショウジョウバカマ 【３～４月：ビオトープ】

早春に10cm程の花茎を伸ばし、紫色の花を先端に1つ

下向きに咲かせます。

昔は鱗茎から澱粉を取り、片栗粉として利用していました

が、今の片栗粉はそのほとんどがジャガイモの澱粉となって

います。和名は、古名の「かたかご」が「かたこゆり」になり、

さらに転じて「かたくり」となったとされています。

カタクリ 【３月～４月：日本庭園】

温帯林の林内や林縁に生える多年草で、白から紫色の

花を1輪つけます。

花びらが菊のような形で咲き、1本の茎に1輪つけるの

で、菊咲一華（キクザキイチゲ）、また菊咲一輪草(キクザキ

イチリンソウ)とも呼ばれています。

キクザキイチゲ 【３月～４月：東海の森】

ご来園いただいた方々にガイドを通じて植物園の魅力や楽しみ方を伝えている「ガイドボランティア」さん。そのガ
イドさんたちの作品展を開催しました。
日頃の活動の中での成果をはじめとして、植物材料を使った工芸品、東山植物園外の自然の魅力や「書」「俳
句」「絵画」「陶芸作品」などの多彩な作品が展示され、会場は大変にぎやかでした。また、期間中に、葉っぱや木の
実を使った工作などの体験教室が開催され、たくさんの方々に楽しんでいただくことができました。

中には今年の干支
「戌」に

ちなんだ作品も。

力作ぞろいで、
見ごたえのある
展示となりました。

●東山植物園ガイドボランティア

植物会館1階のガイドステーションにて １０：３０～１５:００受付。

見たい花、周りたいコースなどお気軽にご相談を。
人数が多い場合は事前予約をお願いします。

「スプリング・エフェメラル」。直訳すると「春のはかないもの」。春先に開花し夏まで葉をつけると、あとは地下で過ごす一連

の草花の総称です。

つまり春の短い間だけ我々に姿を見せてくれる花たちで、「春の妖精」とも呼ばれています。そんな春を告げる花たちをぜひ

ご覧ください。
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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。
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1月１０日（水）～2月４日（日）
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「ガイドボランティア作品展」を開催しました！

春を告げる花
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 正解は
③

中南米
でした。

A

① ヨーロッパ
② 中国
③ 中南米

ジャガイモ、トマト、トウガラシの原産地はどこでしょう？Q

号のクイズの答え43ひがしやま

名古屋の街
を

みわたそう

リニューアルしてどんなデザインになるかお楽しみに

東 山 動 植 物 園 ＊北 園＊東 山 動 植 物 園 ＊北 園＊

●コアラソフト ￥350 ●コアラカレー￥750 ￥950

●メッチャラブ
　ユキヒョウ&トラS

￥1,620

●ユキヒョウ
　ぬいぐるみ

￥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

大観覧車大観覧車

ジェットコースタージェットコースター
●営業時間 １０：００～１６：５０ （のりもの券の発売は１６：４０まで） 営業時間を変更する場合があります。 

★アトラクション

☆大観覧車
☆ハニービー
☆ビックリハウス
☆ニューバイキング

利用料金

２２０円
２２０円
２２０円
２２０円

★アトラクション

☆くるくるキリン
☆スロープシューター
☆フライングイーグル
☆ジェットコースター

利用料金

２２０円
３３０円
３３０円
３３０円

★アトラクション

☆ミラーハウス
☆ふしぎたんけんの館
☆メリーゴーランド
☆ティーカップ

利用料金

１１０円
２２０円
２２０円
２２０円

★アトラクション

☆モノレール列車
☆フラワーストーム
☆くまさんコースター
☆コアラ列車

利用料金

２２０円
２２０円
２２０円
２２０円

＊詳しくはホームページをご覧ください　URL  :http:www.higasiyama.jp/

遊園地遊園地

古紙パルプを含む再生紙を使用しています

発 行 日／平成30年3月1５日
協　力／名古屋市東山総合公園

ＴＥＬ 052-782-2111（内線340）
〒464－0803 名古屋市千種区田代町字瓶杁１-６２

発行所／公益財団法人 東山公園協会　

44号　２０１8　春

ひがしやまひがしやま

裏表紙／トサミズキ　Corylopsis spicata  Siebold & Zucc.

早春らしく、緑がかった黄色の花を垂れ下がるように咲かせます　早春の小径でお楽しみください （撮影・文／木口　将綱）
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