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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

　アメリカバイソンの屋外放飼場には、かつて5本
の樹木があり快適な木陰を作っていましたが、バイ
ソンが樹木に角や体をこすりつけるため樹皮がめく
れるなどしてすべて枯れてしまいました。
　そこで動物園サポーターの皆様から保護柵つき
樹木を２か所、ご寄附いただきました。
　これから暑い夏を迎えますが、ご寄附いただいた
樹木の木陰で休息するバイソンをご覧いただけると
思います。動物園サポーターの皆様、どうもありがと
うございました。

（飼育第二係　内藤　仁美）

表紙／アジアゾウ 

アジアゾウの「コサラ（オス、写真左）」と「アヌラ（メス、写真右）」が、仲睦まじく寄り添う姿を撮影しました。いつもは別々の運動場で暮らす2頭ですが、
繁殖に向けてときどき同居しています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （撮影／茶谷　公一・文／江口　雄作）

過去の情報誌ひがしやま（36号～）はホームページからご覧になれます。 http://www.higasiyama.jp/
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　令和元年となる今年は、ゾウ列車が走って70周年になります。このエピソードは昭和時代の戦時中の混乱期に

当時の園長と飼育員がゾウの命を守るために手を尽くした本当にあったお話で、時代をこえて語り継いでいく必要

のある東山動植物園の大切な歴史であると同時に動物園の歴史遺産でもあると考えています。

　ゾウ列車について、ご存じでない方のために概要をご紹介したいと思います。

太平洋戦争（第二次世界大戦）のさなか、多くの動物園で「猛獣」とされる動物が殺処分されたり、餓死したりしま

した。東山動物園においても、戦況が悪化するなか、空襲に備えてトラ、クマ、ライオンなどが犠牲になりました。こう

した状況から、終戦時の全国の動物園には展示動物はほとんどいませんでした。しかし、東山動物園の2頭のゾウ

は職員らの努力により奇跡的に生き延びることができました。昭和24年6月、国内で唯一生き残っていたアジアゾ

ウを見るための名古屋行き特別列車「エレファント号」が運行されました。戦後の殺伐としたなかで、動物園のゾウ

の存在は全国の子どもたちに大きな感動と希望を与え、その人気は現在のパンダやコアラをしのぐものであったと

言われています。

　初代園長の北王英一は当時の新聞で、「当初、2頭のゾウの内1頭を貸し出してほしいとの陳情があったが、群

れの絆の強い2頭のゾウを引き離すのは断腸の思いがするし、生きた動物を道具のように扱われることは見るに忍

びない。動物たちを安楽にさせてやるのが私の使命だ」と語っています。昭和、平成、令和と時代が変わっても、命

の尊さや飼育への想いは変わりません。また、野生動物の生息地である地球環境の状況はますます厳しくなってお

り、動物園における種保存の必要性も高まっています。この歴史的な事実を新しい時代へもつなぎたいとの想い

から、6月にゾウ列車シンポジウムと特別パネル展を開催しますので、ぜひご来園下さい。
（動物園長　黒邉　雅実）
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アジアゾウのコサラ
ダイエット＆エンリッチメント大作戦

コサラは今年で16歳になるオスのアジアゾウです。来
園以来順調に成長しており、体重は4000㎏を超えていま
す。育ちざかりはよく食べるということで、どんどん食べさせ
ていたら、ちょっと体重が増えすぎたようです。大型動物の
場合、太りすぎは足への負担になり致命傷につながりか
ねません。こいつはたいへんだ！とダイエット作戦をすること
になりました。単純にエサを減らせば痩せるのですが、ただ
でさえ野生とは比べ物にならない限られた環境で暮らして
いるのに、食べることすら制限されるなんてかわいそう。な
んかいい方法はないだろうか？？
そんなこんなで試行錯誤の『ダイエット』とエンリッチメントによる『動物福祉の向上』（アニマル
ウェルフェア）は両立できるのか？をテーマにした取り組みを紹介します。

人間のダイエットで有名なのは、こんにゃくダイエット。満
腹感がありながら、ローカロリー！これをヒントにしましょう。
ゾウの場合はカロリーも大切ですが、それ以上にタンパ
ク質を控える必要がありますので、低タンパク質のエサに
変更します。主食である干し草の種類を高タンパク質の
チモシーから低タンパク質のスーダンに変更します。さらに
干し草の給与量を減らして、その分を食べるのに時間がかかるどんぐりの木に置き換えます。これ
で体重が減りつつ、採食時間もそれほど変化ないはずです。

「軽いジョギングなどで運動量を増やすことは消費エネルギーが増えて、さらに基礎代謝が上が
るので、ダイエットには理想的です。」とある有名な先生が言ってました。夜間にコサラが利用でき
る部屋をこれまで1部屋だったのを2部屋にして、自由に移動できるようにします。運動量が増えれ
ば体重が減っていくはずです。

軽いジョギング作戦！
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動物園が閉園した後、動物たちが毎日どのように過ごしてい
るのかは、皆さんが目にすることはまずありませんが、動物たち
にとっては一日のうち16時間以上を過ごす重要な環境です。
今回の取り組みで動物にとってはマイナス要因になりがちな
ダイエット状態であっても、工夫次第でアニマルウェルフェアと
の両立が十分可能でありそうだということが分かりました。
ただし、一定の効果があった今回の取り組みでも、前日の夕
方に仕込んだエンリッチメントが、次の日の早朝までには時間が長すぎるためか効果が持続できず、日の
出とともにコサラの常同行動が始まってしまいます。こればっかりはあきらめていたのですが、画期的なシ
ステムが出来上がりそうです。それは………！また次回のおはなしで！

予想としては作戦の効果が期待できますが、客観的
な評価が必要です。そこで、月2回の体重測定と、（１）
作戦実施前、(２)こんにゃく作戦期、（３）軽いジョギング
作戦期、（４）王道！採食エンリッチメント充実作戦期の4
期間に分けて夜間の行動調査を実施しました。

体重が緩やかに減少しました。夜間行動はジョギング期までは大きな変化がありませんでした
が、エンリッチメントを充実させたことによって、採食時間が増え、常同行動が減りました。

採食エンリッチメントとしてフィーダー（エサの与え方）の工夫などを
多用します。行動の選択肢が増えるので、アニマルウェルフェアにつ
ながるはずです。

77 今後の課題

55 体重測定と行動調査

66 結果

（飼育第一係3班　鈴木　哲哉）

王道！採食エンリッチメント充実作戦！44
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先日、ツシマヤマネコの健康診断を行い
ました。今回行った個体は「さんちゃん」の
愛称で親しまれているオスのツシマヤマネ
コ。ツシマヤマネコは環境省レッドリストに
「絶滅危惧IA類」として記載され、野生下
では絶滅寸前の動物です。今年で15歳
になる「さんちゃん」は、環境省が実施して
いる保護増殖事業の普及啓発を目的とし
て、当園で飼育展示されています。
 年に一度行われる健康診断では、レン

トゲン検査や血液検査の他に、体のいろ
いろな場所の計測が行われます。その一
つが「睾丸の大きさ」。たとえば大きすぎる
とガンの可能性もあるため、とても大事な

検査です。
ただ、麻酔で眠らされているう
ちに行われる動物の健康診
断、本人の知らないところでい
ろいろなところを触られたり測ら
れたりしています…。同じオスと
しては「知らないほうが幸せだ
な」と心の中でつぶやきました。

昨年7月に生まれたコアラの『ななみ』。
すくすくと成長し、母親のホリーから離れて
1頭で行動することも増えてきました。
そんなななみの存在が気になって仕方
がないのがココというメスです。１頭でいる
ななみを見つけると、すぐに近づいて匂い
を嗅いでいます。ななみの方はちょっと戸
惑っているなぁと思いながら見守っていた
のですが、ある日、ココの腕に抱かれてす
やすやと眠るななみの姿が。お互いにリ

ラックスした様子で、仲良く寄り
添っていました。その後もココは
よちよち歩きのななみを近くで
じっと見ていたり、ななみを背中
に乗せて一緒に移動したりする
ことがあります。母親のホリーも
特に気にする様子はなく、その
あいだにユーカリを食べたり
眠ったりして自分のペースで過
ごしているようです。まるでベ
ビーシッターに預けているみたいです。基
本的には母親が単独で子育てをするコア
ラですが、時にはひと息つく時間も必要な
のかもしれません。

4月14日。恒例のボーイスカウトによる
ユーカリ植樹体験を行いました。小雨の
降るあいにくの天気でしたが、今年も多く
のボーイスカウトの子供たちが来てくれま
した。
ボーイスカウトのセレモニーの後、動物
園の白木係長があいさつし、その後に
ユーカリ担当職員の米川氏が苗の植え
方の説明を行いました。
すでに何度も植樹を経験した子もいま

したが、圃場ごとに植え方の違いがあるた
めしっかりと説明を聞いて、元気にユーカ
リの苗を植えてくれました。
今年はプンクタータとルディスの苗を合

計で122本植えてもらいました。もう子ども
たちも手慣れたもので、1時間くらいで全
ての苗を植え終えてしまいました。どちらも

コアラの大好きな種類なので、来年は東
山動植物園のコアラ達が美味しく食べて
くれていると思います。

飼育第一係２班
山部　桂子

飼育第一係1班
水野　要

飼育第一係４班
臼井　潔

コアラの
ベビーシッター？

ツシマヤマネコの
健康診断

ボーイスカウトによる
ユーカリ植樹体験
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私たちヒトやチンパンジー、ゴリラ、オラ
ンウータンは毎晩ベッドで眠ります。ベッド
で眠ることによってより深い眠りにつくこと
ができ、知能を発達することができたと言
われている位、ベッドは私たちにとって大
切なものです。
野生のオランウータンは毎晩木の上で

枝や葉っぱでベッドを作りますが、東山動
物園のスマトラオランウータン達も毎晩
ベッドを作って眠ります。その日にある材料

で各自工夫してベッドを作ります。ここ数
カ月のネオは、大きなタイヤを横に倒し、
穴に麻袋を数枚入れて、その上に段
ボールをしいて適度に沈み込む敷布団
を作り、最後に紙袋の掛布団から顔だけ
出して、かなりの完成度です。私が同じ

材料をもらっても、こんなに快適なベッドを
作ることができないのでは！？と思ってしまう
ほどです。
几帳面で丁寧なネオに比べ、大雑把で
大胆な妹のアキは、麻袋の枕を作るだけ
で寝てしまったり、段ボールを食いちぎって
壁を作ったり、その日の気分によって行き
当たりばったりです。
毎晩のベッド作りにも個性があふれ出

ていて、覗き見るのが楽しみです。

フクロテナガザルのケイジとマツに普段
のエンリッチメントとしておやつの入った
ペットボトルを午後の暇を持て余す時間
帯に与えていました。与え始めてからしば
らくの日々は２頭とも喜んでおやつをペット
ボトルから一生懸命出しながら食べてくれ
ていました。しかし、次第に飽きてしまった
のか、ペットボトルを与えても反応しなくな
りました。「うーん。なんか興味を引く方法
はないかなー。」と考えたところ、ペットボト

ルの中身を見えないようにしたら興味がわ
くのではないかと思い、与えるペットボトル
をビニールテープで覆い隠すようにしまし
た。すると、再び非常に興味を示すように
なり、ペットボトルの穴から中身をのぞき込
むようにし、一生懸命餌を取ろうとしてくれ
ました。ビニールテープで隠してある物とそ
うでないものを並べて置いておくと、ビニー
ルテープで隠してある方を好んで選んでく
れるほどです。今では初めてペットボトルを
与え始めたころのように、ペットボトルを見
せるとすぐに反応してくれてます。動物の
興味を引くには、ほんの少しの好奇心を引
き出してあげることが大事だと思いました。

またこれもあきてくると思うので次の手を
考えておきます。

世界のメダカ館の観覧通路で親子連
れを見ていると、子どもたちが水槽を指差
して「これはナニ？」と、お父さんやお母さん
を質問攻めにしている光景をよく見ます。
その視線の先を見ると、魚ではなく水槽に
へばりついている貝や、水槽の底の方で
もぞもぞやっているエビを指している事が
よくあります。魚よりも貝やエビが注目され
るのは、やや複雑な気持ちではあるのです
が、彼らはメダカ館にとっては陰の功労

者、水槽をきれいに保つためには大切な
存在なのです。水槽の平面についたコケ
やよごれはなんとか取れるのですが、水草
や石の表面に付着したものは、人の手で
はなかなか取れません。それを取ってくれる
のが貝やエビなのです。ほんの少し彼らの
説明をしておきましょう。貝はヒラマキガイ

といって世界
中に広く分
布しており、
水面まで上
がってきて空
気を取り入れ
肺呼吸する

貝です。エビ
は日本や中
国に分布し
一生を淡水
域ですごす
エビで、園内
の池から採
取してきました。人間が休んでいる間も水
槽を掃除してくれるロボット「○○バ」みた
いな働き者です。

飼育第二係2班
君島　久恵

飼育第二係３班
三宅　明生

飼育第二係１班
武田　梓

「お楽しみ」が好き？

世界のメダカ館の
陰の功労者

ネオさん、
こだわりのベッド
わたし
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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：2007年6月1日、登録の有効期
間の末日：2022年５月３１日、動物取扱責任者：黒邉　雅実
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来園者様は動物園のどこに魅力を感じていらっしゃるの
でしょうか。ガオーなどではとても言い表せないライオンの
咆哮、フクロテナガザルのびっくりするほど大きい叫び声
や動きの俊敏さ、チンパンジーが目もくらむような高さのタ
ワーで遊ぶ姿。反対に、「動物臭い」「寝てばかりで動かな
い」「隠れていて見えない」などのご意見をいただくこともあ
ります。
しかし、これら全ては人間の都合に合わせて編集された
映像ではなく、本物の生きた動物を目の前にしたからこそ
の感想です。マイカーや地下鉄で世界中の動物たちに会
いに行ける、なんて贅沢なのだろうと私などは思いますが、
多くの来園者様にとっては動物園なのだから動物がいる
のは当たり前との感覚が普通なのではないでしょうか。
ところがここ３，４０年で、その当たり前の状態を保つこと
が非常に難しくなりました。動物が動物園にやってくるには
次の５つの方法があります。①買う。条約や国内法で保護
されている動物でなければ、買うことができます。しかしその
価格は、世界の動物園数の増加に伴い、高騰していま
す。②借りる。動物園（自治体や経営会社）の財産である
動物は、かつては無償での貸借が困難でしたが、希少動
物の繁殖の重要性が見直され、最近では活発に行われる
ようになりました。③譲ってもらう。動物の血統を管理する
調整者や余剰のある動物園などからも申し出があることが
あります。④交換。動物園同士、お互いが提供できる動物
を交換します。⑤園内で繁殖。①が難しくなり、②や③ばか
りに頼るわけにもいかず、④をするためにもやはり⑤はとて
も重要です。しかし、希少動物あるいは絶滅危惧種といい
かえてもよいかもしれませんが、その希少性ゆえに繁殖がと
ても困難です。繁殖相手がなかなか見つからなかったり、
見つかっても相性が悪かったり、相性がよくても相手が見
つかるまでに高齢になっていたりするからです。

動物園で死亡した動物は、魚類と小型の両生類を除い
てすべて獣医師が動物病院で解剖し、死因の解明や標

本づくりを行います。大切に飼育され、老衰以外これといっ
た死因のない、しかし子孫を残すという野生動物最大の生
の目的を果たすことのできなかった動物を目にすると、なに
か他に出来ることはなかったのかと、とても残念な気持ち
になります。
当園の飼育動物種数はここのところ右肩下がりです。

飼育スペースの拡充のために、他園に譲渡するなどして
意図的に種数を減らしたこと、①～⑤の手段を用いても動
物の高齢化が進んだ現在、死亡数が導入数を上回ること
などが主な原因です。
このままでは３０年後には動物園から動物がいなくなっ

てしまうでしょう。そうならないために、動物園にかかわるす
べての人が協力し、その存続のために今まで以上に努力
していかなければなりません。

（指導衛生係　田中　喜和子）

動物園の獣医師として
思うところ
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飼育動物種数の推移(1987~2019)
2019年2月末現在
哺乳綱96種、鳥綱52種で
最盛期のそれぞれ70%および47%まで減少
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　 物 園 長
の

エ ッ セ イ
植 クマバチのホバーリング

ホバーリングするキムネクマバチ フジの花の花粉を集めている様子

　キムネクマバチは、ミツバチ科クマバチ属の昆虫です。クマバチがホバーリングする様子を撮影し、皆さんに

ご覧いただきたかったのですが、割と難しく、職員から写真を借用しました。

　クマバチの「クマ」は、動物の「熊」が由来で、大きい者、強い者をイメージして付けられた名前のようです。

クマバチは羽音が大きく、人に近付いてくることがありますが、大きさの割におとなしい昆虫です。どうやら人に

近寄ってくるのは威嚇の行動ではなく、メス蜂かどうかを確認するための行動のようです。

　クマバチの雌は、産卵管が変化した毒針を持っていますが、通常、ヒトを刺すことはありません。雄も捕まえ

ると生殖器で相手を刺す行動をしますが、ただの脅しなので、何でもありません。

　子供の頃、クマバチを釣り針に引っかけ、ウシガエルを釣る餌に使うため、ホバーリングしているものを捕獲

し、ポケットに入れて持ち歩いていたことを思い出します。捕まえたクマバチをポケットから取り出す時、指先を

刺されてしまいました。捕まえたクマバチの中に雌のクマバチが混ざっていたようです。スズメバチほど毒は強

くないらしいのですが、ミツバチに刺されるよりは強烈なので、ご注意ください。雌は全体に顔が黒く、雄は額に

黄白色の毛が生えています。また、雌の目玉は切れ長ですが、雄の目玉は丸くつぶらです。見分け方を知って

いれば、その時、刺されなかったかも知れません。

　サクラやフジの花が咲くと、クマバチは活発に飛び回り、幼虫に食べさせるための花粉を集めます。さて、こ

こからが今回のコラムの肝の部分になります。

　クマバチが幼虫を育てるために集める「花粉」という名称は、我が国で最初に理学博士となった名古屋市

出身の植物学者、伊藤圭介が名付けました。植物会館の伊藤圭介記念室では、圭介の関係資料を多数、

展示していますので、是非、お立ち寄りください。

（植物園長　谷口　茂弘）



植植物物管管 人人人理理 だだよよりり

梅雨時期は気分までジメジメしてしま
いそうですが、この時期に植物園内では
アジサイを見ることが出来ます。ところで、
みなさんにアジサイを想像していただくと、
花が大きくて丸い手まり型の物を想像さ
れる方が多いですが・・・実は
その品種は、原種ではありま
せん。
もともと日本にあった原種
はガクアジサイ系の物が多
く、あまり人気が無かったそう
です。そのあと海外で色々な
品種改良されて、日本に戻り
人気が出たそうです。
ガクアジサイは花びらのよ

うに見えるところが「装飾花」（そうしょく
か）と呼ばれる萼片（がくへん）で、中央に
見える雄しべと雌しべを備えた小型の
「両性花」（りょうせいか）と呼ばれるとこ
ろが実は花でした。
園内のアジサイ園や、アメリカ園では

アメリカアジサイの有名なアナベルやカ
シワバアジサイなどが楽しめます。他の場
所でも奥池付近、日本庭園などがあり、

場所の土壌成分により色が変わるので、
園内の各所で色々な種類や色の違いを
楽しむ事ができます!!
梅雨時期の植物園にて、好みのアジ

サイを見つけてください。

　爽やかな青い色の花が美しいこの植物、
クレロデンドルム　ウガンデンセといいます。
少し呼びづらい名前ですが素敵な意味があ
るのです。クレロスはギリシャ語で運命。デン
ドロンは木。ウガンデンセは原産地のウガン

ダから。ということは、この花は「ウガンダの運
命の樹木」という意味があるのです。確か
に、森の中でこの花に出会えたら運命と
思ってしまう魅力を感じます。
　しかしこの花、大変美しいのですが、熱帯
の花にしては地味な気がします。花には種を
作るという大切な役割があります。
　目立たないと、色々な競争に負けてしまい
ます。どれどれと、花を近くで観察してみると
花弁が一枚だけ大きく虫が乗りやすいように
カーブしています。更に、花弁に乗ると花の
雄しべと雌しべが虫に触れるかのように、上
から垂れています。まるで罠のような形。少し
遠くから観察してみると、花の形が青色の蝶
に見えてきます。蝶の形をしているということ
は、ウガンダに青色の蝶が存在するのかもし
れないと思い調べてみると、アフリカ大陸に
青い蝶が存在していることがわかりました。
青色の蝶を誘いたいのか、青色の蝶を狙う

虫を誘いたいのか、謎は深まるばかりです。
　地味かもしれないと思った花は、とても計
算された作りをしていて怖いくらいです。形の
意味は解明出来ていませんが、花と昆虫と
の関係を強く感じるものでした。
　運命の樹木、クレロデンドルム　ウガンデ
ンセは温室サンギャラリーで観察できます。
探してみてくださいね。

蝶が群れで飛んでいるかのよう

くるりとカーブした雄しべと、雌しべ

緑地造園係
後藤　智紘

指導園芸係
大須賀　良子

梅雨時期の植物園

運命の樹木
クレロデンドルム
ウガンデンセ
Clerodendrum ugandense
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東山植物園のレッドリスト植物 Vol.16

園の夏の終わりから秋にかけて合掌造りの家の近く
の湿地園に白い玉が乱舞しているようになります。

　この正体はシラタマホシクサという一年草で、花茎の先
端に直径1 cm程度の小さな花がこのように見えます。
　また、この花が白い金平糖のようなことから、「金平糖草」とも呼ばれます。
　シラタマホシクサは東海丘陵要素植物の一つであり、東海地方の丘陵地帯の湿地やその周辺の痩せた土地などに生育し
ています。
　「レッドデータブックなごや2015」によると、名古屋市でも守山区や天白区に生息していますが、土地の開発など伴う生息
場所の減少しており、本市でも絶滅危惧種（絶滅危惧ⅠB類）に指定されています。

地に生える草は、秋から冬にかけて枯れてきます。何の手入れもしないと、それが腐り、湿地が段々と富栄養化していき
ます。またそれらが堆積することで湿地から陸地になり、やがて森林へと遷移していき、湿地の植物からほかの植物へ

と生育する植物も変化していきます。
　植物なので、肥料をたくさんあげたくなりますが、植物園の湿地園ではこのサイクルにならないように毎年秋から冬にかけ
て枯草を刈り、湿地の外に持ち出して、なるべく富栄養化しないように湿地を維持して、皆様に湿地の植物を展示しています。

当

湿

（植物園　木口　将綱）

レッドリストとは、IUCN(国際自然保護連合)が刊行している、世界で絶滅の恐れ
がある野生生物種のリスト。各国の政府機関や地方自治体等で独自に作成して
いる同様のリストもレッドリストと呼ばれる。日本の環境省レッドリスト2019にお
いて、1,786種が絶滅の恐れのある植物種（維管束植物）として掲載。

ぜつめつ おそ

けいさいいかんそく

かんきょうしょう

シラタマホシクサ
分　類：ホシクサ科

学　名：Eriocaulon nudicuspe Maxim.

VU
2019 環境省
レッドリスト

絶　　　　 滅 （EX/EXTINCT） 絶滅が確認された
野 生 絶 滅 （EW/EXTINCT IN THE WILD） 野生では絶滅した
絶滅危惧IA類 （CR/CRITICALLY ENDANGERD） 絶滅寸前の状態にある
絶滅危惧IB類 （EN/ENDANGERD） 絶滅する恐れが非常に高い
絶滅危惧Ⅱ類 （VU/VULNERABLE） 絶滅の恐れが高い

当園の湿地の管理について
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　南米原産で、‘アメリカデイゴ’とも呼ばれます。属名の
Erythrina（エリスリナ）は「赤い花」の意味で、種小名の
crista-galli（クリスタガリィ）は「ニワトリのとさか」の意味で
す。アルゼンチン、ウルグアイの国花であり、鹿児島県の
県木に指定されています。東山植物園の温室南西に古
くからの株がありますが、現在は温室の保存修理工事の
白いフェンス脇で少し窮屈そうにしています。

　別名‘ヒシバデイゴ’といいます。種小名はイギリス人
の植物学者ビドウィル（J.C.Bidwill）の名前に由来しま
す。ビドウィルが同属のErythrina herbacea L.（エリスリ
ナ・ヘルバケア）とカイコウズを交配し作出したもので
す。カイコウズはサンゴシトウの‘親’という事になります
ね。東山植物園ではガーデンテラス東山の南側の斜
面にあります。

　どちらもマメ科の同属の植物で、属名の通り赤い美しい花をつけます。遠目では区別がつき
にくいですが、よく見るとその違いに気づきます。カイコウズは、赤い旗弁とよばれる部分が下向
きに大きく開くのに対し、サンゴシトウは旗弁があまり開かず筒状にみえます。
　葉っぱでも見分けがつきます。カイコウズは先の少し尖った卵の形のような丸みが特徴的で
すが、サンゴシトウは別名のヒシバデイゴ「菱葉梯梧」のとおり、葉の形がひし形に近いのが特
徴です。ぜひ見比べてみてください。
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サンゴシトウの花カイコウズの花 サンゴシトウの葉っぱカイコウズの葉っぱ

の夏 カイコウズとサンゴシトウ
○カイコウズ 学名：Erythrina crista-galli L.（エリスリナ・クリスタガリィ）

学名：Erythrina × bidwillii  Lindl. （エリスリナ・ビドウィリー）○サンゴシトウ

○よーく見ると…



　東山動植物園では、今年、伊藤圭介によって描かれた梅の掛け軸
や、伊藤圭介刊行の「櫻譜」（当時の植物図鑑）などを公開しました。
　梅の掛け軸はとても筆の運びが繊細で大胆です。また、桜譜は想像
以上に色鮮やかな色彩に驚かされます。
　ところで、伊藤圭介ってご存知ですか？あまり知られていないのです
が、名古屋の偉人です。江戸末期から明治初めにかけて日本を代表す
る植物学者として多くの業績を残しました。名古屋出身の我が国第１号
の理学博士なんですよ。

伊藤圭介８６歳

（梅の掛け軸）

（櫻譜）

（伊藤圭介の印です）
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伊藤圭介、
直筆の梅の掛け軸と櫻譜
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②
コオロギ

A

① レタス
② コオロギ
③ ウサギ　

インドシナウォータードラゴンにエサとして
与えているものは何でしょう。

Q

号のクイズの答え48ひがしやま

名古屋の街
を

みわたそう

風を切って
走る！

東 山 動 植 物 園 ＊北 園＊東 山 動 植 物 園 ＊北 園＊

各￥350（税込） ￥750（税込） ￥680（税込）
●アフリカの森
　和三宝

￥840（税込）
●東山動植物園の動物カード

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

＊ご利用期限があります。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

●コアラソフト ●コアラカレー 各￥490（税込）
●ネコ科
   スライドミラー

古紙パルプを含む再生紙を使用しています

発 行 日／令和元年6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　

49号　２０１9　夏

ひがしやま

原産地は、日本、中国、オーストラリアで、他のものに付着してよじ登るつる性の植物です。
桜色の花色がとてもかわいらしいですね。つぼみの様子もかわいらしいのですよ。　 （撮影・高木　彬／文・大橋　淳子）

裏表紙/サクララン　Hoya carnosa (L.f.)R.Br.　キョウチクトウ科  
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