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「今回の表紙」

フンボルトペンギン
～海を飛ぶ鳥～

夏といえば、ペ
ンギンですね！表
紙を飾っているの
はフンボルトペン
ギン。子ども動物
園でご覧になるこ
とができます。

ペンギンというと、南極や氷のイメージを思い浮か
べる方が多いのではないでしょうか。実は、このフン
ボルトペンギン、南極には住んでいないペンギンなの
です。住んでいるのは、日本のちょうど裏側にあたる
南米のチリやペルーです。この辺りには、南極からの
冷たい海流（フンボルト海流）が流れているので、温帯
域にあたるこうした国々の沿岸域でも暮らしていく
ことができるというわけです。

4月5日には、かわいいヒナが1羽、卵から無事ふ化
しました。この記事を書いている5月下旬の段階では、
ヒナはまだ灰色のやわらかな綿羽に包まれています。
もちろん、泳げないため、巣穴の奥にいることが多い
です。けれど、この『ちばZOO』が発行される頃には、綿

羽が抜け落ち、泳ぐことので
きる羽へとその姿が変わって
いることでしょう。
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（子ども動物園係　高橋 宏之）

水中カメラに興味津津の
子どもペンギン

（大人と模様が違っています）。

目の上にある
白いラインと

胸の黒いバンド模様が
大人の印です。

ひなペンギンは、
全身が灰色の綿羽で
おおわれています。

間もなく、梅雨も明け、そして夏休み！
夏のレジャーについていろいろと思案されている
方も多いのではないでしょうか。
今回の号で特集を組みましたが、お陰さまで「風太」
も満10歳。様々なイベントを企画しています。是非、身

近なレクリエーション施設とし
て当園に足をお運びいただけれ
ば幸いです。
志高く、首都圏有数の動物園と
して、また集客観光施設として、
ご来園者にご満足いただけ、市民
の方々が誇れる施設となってい
くよう努めて参りますので、宜し
くお願いいたします。

そのためには、ソフト・ハード両面のイノベーショ
ンが欠かせません。多くの方々にご愛顧いただき、年
間60万人以上の方にご来園頂いておりますが、昭和
60年の開園以来、4半世紀以上が経過し、施設の老朽

化への対応や展示手法等
の刷新は喫緊の課題で
す。早急に中長期のビ
ジョンやアクションプラ
ンとなる計画を策定し、
計画的に具現化していく
必要があります。
そこで昨年度に「動物公園の今後の方向性」につい
て検討し、「都市の活性化につなげる集客観光施設」
「市民に身近な動物公園」として位置づけた上で、今年
度末までに、当園の再生計画となる「リスタートプラ
ン」を策定することといたしました。
具体的には、「動物展示施設や設備等の改修計画」や

「動物の充実・展示・教育普及に係る強化策」また「管
理運営の改善策・充実策」などについて、10年後、20
年後を見据えた中長期計画を策定するものです。
様々な年齢層、様々なお客様層に対応し、動物園本
来の役割を果たしながら、多くの方々が其々にお楽し
みいただける施設となっていくよう「有志竟成」の心
構えで、志を堅持しながら強い信念を以て取り組んで
参りますので、今後ともご支援の程、宜しくお願いい
たします。

Director’s Eye
『有　志　竟　成』

ゆう し きょう せい

（園長　朝生 智明）

ホンドザル ( モンキーゾーン )

 ベニイロフラミンゴ 
 ( 草原ゾーン )



竹 笹 bamboo竹 笹 bamboo
風太が10歳の誕生日を迎
えます。3～4頁で特集が組
まれていますが、誕生会を始
め沢山の記念行事が目白押
しです。
さて、レッサーパンダの
好物といえば、「笹」を思い
浮かべる方も多いかと思い
ます。

笹は「竹の葉」ですが、そもそも竹は気候が温暖で湿潤な地
域に分布し、アジアの温帯・熱帯地域に多く、笹は寒冷地にも
自生しています。竹・笹の分布は、北は樺太から南はオースト
ラリアの北部、西はインド亜大陸からヒマラヤ地域、またはア
フリカ中部にも及んでおり、それぞれの国や地域で人々との
生活に密着しています。
ここ日本でも、笹は北海道から九州まで、竹は青森か
ら九州まで生息しており、古今東西、私たちの文化に溶

け込んでいます。
風情のある庭園に趣を醸し出す
重要な要素であったり、七夕の時に
願いを込めた短冊を飾ったり、筍と
して食用にしたり、そして、かぐや
姫が生まれてきたりとかなり身近
な存在です。
ことわざにも、「破竹の勢い」「竹
馬の友」「竹屋の火事」「木に竹を接
ぐ」など、よく登場します。
身近な生活の中でも、器であったり、お箸であったり、伝
統工芸の竹細工であったり、釣り竿であったり、物干し竿で
あったりとその柔軟性と強度などの特性を利用し、いろい
ろな物に活用されています。
さて、竹には「モウソウチク（孟宗竹）」「マダケ（真竹）」「ハ
チク（淡竹）」などの種類がありますが、レッサーパンダの好
物になっているのは、主に「孟宗竹」の「笹」です。
園内に自生している竹の笹を時々使っています。13時30
分のランチタイムに、美味しそうに食べるている姿をご覧
いただけます。
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園内バックヤードの竹林（孟宗竹）

笹は、レッサーパンダの
主食です。

動物公園で展示しているオオカンガルーは、アカカンガ
ルーについで大きなカンガルーの仲間で、オスの大きいも
のでは60kgを超える種類であり、寿命は10～15年程度と
考えられています。カンガルーと言えばあのすばらしい
ジャンプ力ですが、それを生み出す後ろ足は、発達した筋肉
と、くすり指の大きな爪です。特に大きな爪は、靴でいえば
スパイクの役目を果たして、地面を効率的に蹴ることがで
き、あのジャンプを生み出すことができるのです。また、前
足には5本の指があり、鋭い爪が生えていて、食べ物をつか
んだり、体をかいたりすることができます。
当園では、オスのニッキー（2歳）、メスのナミ（11歳）、ウー

チャン（6歳）、ウーチャ
ンの子のウミ（2歳）、ウ
タ（1歳）の5頭のカンガ
ルーがいます。
今年の4月5日、ニッ
キーとウミとの間に赤
ちゃんが生まれました。

ウミの出産は、初めてです。  
カンガルーの誕生日は、袋
から顔を出したのを確認し
た日が誕生日になります。
なぜなら、カンガルーの赤
ちゃんは未熟児（体重１g
程）で生まれ、イモムシのよ
うにはってお母さんのおな
かの袋（育児のうと言いま
す）に入り、おっぱいに吸い
つきます。あまりにも小さ
く、すぐに袋の中に入って
しまうため、「いつ生まれた
のか？」外見ではわからないためです。
名前は、母親のウミの「ミ」をもらって「ミズキ」と名づけ
ました。この号の出る頃には、自分で歩く姿や、何かに驚い
たりしたときに、すぐにウミの袋に入りこむ愛らしい光景
を見ることができると思います。
さらにおめでたつづきになりますが、ナミの袋の中にも
赤ちゃんがいますので、2～ 3ヶ月後には袋から顔を出し
ている姿が見られることでしょう。

カンガルーは、
群れで生活します。

（飼育第2係　佐藤 幹雄）

（施設係　石井 広成）

カンガルーの赤ちゃん

お母さんのポケットから
顔を出す赤ちゃん

フォーカス
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特集

～おかげさまで満10歳～～おかげさまで満10歳～

Celebrate Futa‛s 
10th Birthday

Celebrate Futa‛s 
10th Birthday

千葉市動物公園の人気者、レッサーパンダの風太が、7月5日に10歳になります。
園内では様々な記念イベントを開催します！

ここでは、風太を中心とした当園のレッサーパンダの10年を振り返ってみましょう。

千葉市動物公園の人気者、レッサーパンダの風太が、7月5日に10歳になります。
園内では様々な記念イベントを開催します！

ここでは、風太を中心とした当園のレッサーパンダの10年を振り返ってみましょう。

・中国やネパール高地の森林に生息します。暑さが苦手です。
・竹、タケノコ、果実、昆虫などを食べます。
・野生下で数が減っており、レッドリストに絶滅危惧Ⅱ類として登録され、ワシントン条約でも
保護されています。

レッサーパンダってどんな動物？

7月6日（土）11：00～　レッサーパンダ舎前にて
7月7日（日）11：00～　動物科学館1F　レクチャールームにて
7月2日（火）～10月27日（日）　動物科学館2F特別展示室にて

誕生日記念イベント

誕 生 地
出 身 地
体 重

■
■
■

2003年7月5日
静岡市立日本平動物園
6,950g（2013年5月27日現在）

記念式典
講 演 会
写 真 展
巡回パネル展
・6月17日（月）～ 7月 1日（月）　千葉都市モノレール千葉駅「ステーションギャラリー」
・7月 2日（火）～ 7月14日（日）　生涯学習センター 1階「アトリウムガーデン」
・9月17日（火）～ 9月23日（月）　そごう千葉店地階「そごうギャラリー」
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静岡市立日本平動物園にて誕生。
父親　風風（フウフウ）　
母親　楢（ナラ）

ナラの初産の子として大事に育
てられた。生後2週間以内に母親
がしっぽを持って移動したため
か、他のレッサーパンダより短い
しっぽになってしまう。

好奇心旺盛だが、経験したことのな
い事柄に直面すると、非常に驚く。
千葉市動物公園へ来園
動物公園内健康管理センターに
て検疫
レッサーパンダ舎へ移動
展示開始
初めてメスのチィチィと展示場
で一緒にする。チィチィを追いか
けるが反撃される。

展示場の外を見ようとシャキッ
と立ち上がる姿が注目され新聞
で取り上げられ、多くの来園者が
訪れる。

チィチィ、第1仔（ユウタ）
第2仔（風花）を出産。
獣舎の工事のため、子ども動物園
コンゴウインコ舎にて仮住まい。
新レッサーパンダ舎が完成し、　
引っ越し。
チィチィ、第3仔（風美）
第4仔（風鈴）を出産。
チィチィ、第5仔（チイタ）
第6仔（クウタ）を出産。
チィチィ、第7仔（コウタ）
第8仔（エイタ）を出産。
旧獣舎の改築工事が終了し、
引っ越す。
チィチィ、2仔出産するが、残念な
がら数日で死亡してしまう。
第6仔クウタとメイメイ（多摩動
物公園から来園）の間に、
2仔（風菜、源太）誕生。千葉市動物
公園で生まれた、初めての風太の
孫となる。
（他園に移動した子どもたちも繁
殖しており、風太の孫は全部で8
頭います）

【体重の変化】
生後半月 ……
2か月半 …
4か月半 …
6か月半 …
8か月 ……

570g
2,020g
3,600g
5,440g
6,000g

いかがでしたか？
千葉市動物公園では現在7頭のレッサーパ
ンダを飼育しています。特に、昨年生まれた風
太の孫、「風菜」と「源太」は元気いっぱい！ 7頭
それぞれ個性的ですのでじっくり観察してみ
ましょう。

写真提供
（公財）東京動物園協会
多摩動物公園

写真提供　静岡市立日本平動物園

写真提供
静岡市立日本平動物園

2005年5月9日付 朝日新聞▲

2003年7月 5日

2004年3月30日

4月27日
5月 6日

2005年4月18日

5月19日

2006年6月 2日

8月31日

2007年3月19日

7月11日

2008年6月27日

2010年7月 2日
7月 3日

2011年7月17日

2012年7月 3日

チィチィチィチィ

風風風風

お客さんに囲まれてお客さんに囲まれて

楢楢

0才風太0才風太

静岡市立日本平動物園にて誕生。
父親　風風（フウフウ）　
母親　楢（ナラ）

ナラの初産の子として大事に育
てられた。生後2週間以内に母親
がしっぽを持って移動したため
か、他のレッサーパンダより短い
しっぽになってしまう。

好奇心旺盛だが、経験したことのな
い事柄に直面すると、非常に驚く。
千葉市動物公園へ来園
動物公園内健康管理センターに
て検疫
レッサーパンダ舎へ移動
展示開始
初めてメスのチィチィと展示場
で一緒にする。チィチィを追いか
けるが反撃される。

展示場の外を見ようとシャキッ
としており、目立ったよう
で、立ち上がる姿が注目さ
れ新聞で取り上げられ、多
くの来園者が訪れる。

チィチィ、第1仔（ユウタ）
第2仔（風花）を出産。
獣舎の工事のため、子ども動物園
コンゴウインコ舎にて仮住まい。
新レッサーパンダ舎が完成し、　
引っ越し。
チィチィ、第3仔（風美）
第4仔（風鈴）を出産。
チィチィ、第5仔（チイタ）
第6仔（クウタ）を出産。
チィチィ、第7仔（コウタ）を出産。
チィチィ、第8仔（エイタ）を出産。
チィチィ、2仔出産するが、数日で
死亡。
第6仔クウタとメイメイ（多摩動
物公園から来園）の間に、2仔（風
菜、源太）誕生。千葉市動物公園
で生まれた、初めての風太の孫
となる。
（他園に移動した子どもたちも繁
殖しており、風太の孫は全部で8
頭います）



5

動物公園で活躍して
くださっているボラン
ティアさんに、飼育係
が直撃インタビュー！
第1回目はボランティ

ア制度を導入した2007年4月から6年に渡り活躍してく
ださっている三山知子（みやま ともこ）さんです。
―――よろしくお願いします。まず、ボランティア活

動を始めたきっかけを教えてください。
「元々レッサーパンダが好きで動物公園に足を運んで
いました。そのとき、『風太はどの子だろう？』とおっ
しゃっているお客様に、同じ来園者の立場で話しかける
と怪訝な顔をされてしまいました。そこで、ボランティア
制度がスタートするのを機に、身分をわかっていただい
たうえでお手伝いができるよう、ボランティアに応募し
ました。」
―――主な活動内容を教えてください。
「レッサーパンダやビーバーのいる小動物ゾーンや、草
原ゾーンでの1種類の動物を対象としたガイド、そして、
鳥・しっぽ・角などのテーマを決めた定期的なガイド、園
が主催するイベントのお手伝いや、お客様の写真撮影の

お手伝い、園内美化、来園者への道案内などがあります。」
―――ボランティア活動していてのやりがいを教え

てください。
「お客様に、ガイドを通じて動物たちを理解してもらう
お手伝いができること、またお客様が楽しむためのお手
伝いができることです。」
―――ボランティアさんから見た、千葉市動物公園

のいいところを教えてください。
「柵やガラスが少なく開放的で、動物を身近に感じられ
るところです。ほかにも、植物が多く、公園として楽しむこ
ともできる点だと思います。」
―――最後に、紙面を読んで新規ボランティアにな

ろうかなと思っている方へのPRをお願いします。
「誰でも最初は
不安かもしれま
せんが、一緒に楽
しく活動しま
しょう！お待ち
しています！」

ボランティア!!
GO!GO!

ボランティア!!
GO!GO!

ボランティア!!
GO!GO!

ボランティア!!
GO!GO!

お猿さんが石を投げてきたら
いやなので、全体的に網をはれ
ばいいと思うのですがどうで
すか？（茂原市 10代 男性）

チンパンジーは、ものを投げることが多かったの
であみをはりました。隣のゴリラは、ほとんど投げ
ません。動物公園では、安全に動物を見てもらえる
ように工夫していますので、安心してまた動物を
見にきてください。

コツメカワウソが14匹で、日本一の飼育数です
が、少々大家族にしては手狭なので、もう少し大き
くしてあげてください。（神奈川県 女性）
コツメカワウソは現在12頭（6月15日現在）という
大家族なので群れでの行動が観察でき、来園者の皆
さまからも好評をいただいております。動物公園で
は、適正な環境で動物を飼育するように考えてお
り、今後も大家族の群れを皆様にご覧いただくため
によりよい飼育環境を検討してまいります。

　また、けんかをしていたとのことですが、家族の
カワウソたちも成長に伴い、子別れする個体も出
てきます。施設規模にあった飼育頭数を維持し、繁
殖を継続して行うため、ほかの動物園への移動を
行っています。

飼育員の一番大変な仕事は何ですか？
（東京都 10代）
動物を健康に飼育し続けることです。毎日観察し、
記録することで、健康状態を判断しています。

飼育員になるためには？（東京都 10代）
飼育員にとって大切なことは、「観察する目」を
持つことです。
家の近くで実施している自然観察会などに参加し
て、観察の仕方などを教えてもらい、身の回りに
いる生き物を観察することです。動物だけではな
く、昆虫や植物など、たくさんのことに興味をもっ
てください。また、飼育員は、交代で一年中動物
の世話をします。力仕事も多いので、体力が必要
ですよ。

来園者の
声

Q1

Q2

A1

A2

A3

Q3

A4
Q4

→

→

来園者の方にトナカイの角の説明をする、三山さん

「ボランティア募集中！」 次回は、10月募集予定　詳細は、ホームページ・市政だよりでお知らせいたします。
問い合わせ先 管理課 電話 043-252-7566



毎月行っている「飼
育係によるお楽しみ

DAY」。今回はオランウータン。抽選で選ばれた幸運な20名様には、類
人猿のお話や生息地の状況をお聞き頂き、餌作り見学の後、お待ちかねのバッ

クヤードにご案内。諸々の注意説明の後、大好物のバナナとふかし芋を棒の先端に刺して、雄の
フトシ君と雌のナナちゃんに与えて頂きました。7月はハシビロコウ・猛禽にて開催予定。詳細
はHP、市政だよりで随時お知らせ致します。

イベントレポート

イ
ベ
ン
ト
カレ ン ダー

飼育係による

お楽しみDAY

オランウータン

（飼育第1係 中村 智行）

●七夕飾り
7月2日（火）～7日（土）
●動物愛護標語募集
7月2日（火）～31日（水）
●飼育担当者のちょっといい話（草原A）
7月7日（日） 13：10～13：30
●飼育係によるお楽しみDAY
　（猛禽類、ハシビロコウ）
7月20日（土） 13：30 ～ 14：15
●紙芝居会
7月28日（日） 11：30 ～、13：30～
動物科学館レクチャールーム

●飼育係によるお楽しみDAY
（夕焼け動物園）（テナガザル）
8月3日（土） 閉園後
●飼育担当者のちょっといい話
（アフリカハゲコウ）
8月4日（日） 13：10 ～ 13：30
●夏祭り　8月10日（土） 

●飼育担当者のちょっといい話
（コツメカワウソ）
9月1日（日） 13：10 ～ 13：30
●飼育係によるお楽しみDAY（病院）
9月21日（土） 13：30 ～ 14：15
●紙芝居会
9月28日（日）
11：30～、13：30～
動物科学館レクチャールーム

6

「飼育担当者のちょっと
いい話」（水禽）
「飼育係によるお楽しみ
DAY」（マレーバク）
（婚活イベント）
ZOO婚IN ちば
「飼育担当者のちょっと
いい話」（ゴリラ）
動物の巣箱の
プレゼント式

「飼育係によるお楽しみ
DAY」（夜行性動物）
桜ウォーキング、
「飼育担当のちょっと
いい話」（ゾウ）

G.Wキーパーズガイド
（フラミンゴ、サル類、
カピバラ、コアリクイ、
アメリカビーバーなど）
千葉ロッテマリーンズ　

マーくん・
M☆Splash
（スプラッ
シュ）来園

「飼育担当のちょっと
いい話」（ワオキツネザル）
愛鳥週間クラフト
ちば生きもの科学クラブ
オリエンテーション

「飼育係によるお楽しみ
DAY」（オランウータン）
ゆかいな森の音楽会
親子で飼育体験

ちばZOO diaryちばZOO diary
9日

16日

9日

10日

12日

16日

7日

3日

5日

11・12日
12日

18日

19日
25日

安らかに…
カリフォルニアアシカ（キキ）

1988年3月12日（来園）～2013年3月30日
エンペラータマリン

2008年10月20日（誕生）～2013年4月13日
パタスザル

2005年3月15日（誕生）～2013年4月14日

こんにちは赤ちゃん
オグロマーモセット
　3月16日生まれ

フサオマキザル
　4月13日生まれ

ワオキツネザル
　4月23日生まれ

ムフロン
　5月8日生まれ

2月

3月

4月

5月

ワオキツネザルワオキツネザル

4月27～29日、5月3～6日



ツイッターのお知らせ 2013年 5月末現在の飼育数

動物公園サポーターの募集

アクセス

お得な年間パスポート　大人　2,500円、小・中学生　500円

飼育係の撮影した写真やリアルタイムな
園内の情報などなど
千葉市動物公園公式Twitterアカウント 
＠Chibazoo　
フォロワー現在4,200（6月末現在）

会費　個人サポーター　１口 1,000円　3口 3,000円　5口 5,000円
法人サポーター　１口 10,000円

会費　個人サポーター　１口 1,000円　3口 3,000円　5口 5,000円
法人サポーター　１口 10,000円

当園オリジナルグッズプレゼント（新規入会者）
招待券プレゼント
サポーターズデーへのご招待
動物公園に関する情報のご提供

1
2
3
4

●開園時間
午前9時30分から午後4時30分まで
（ただし、入園は午後4時まで）
●休園日
毎週月曜日（月曜日が休日にあたる時は翌日）
年末年始（12月29日から1月1日）
●入園料
大人500円、小中学生100円

●駐車場
普通車500円、大型2,100円
（閉門時間 午後5：00）
●http://www.city.chiba.jp/zoo/

どうぶつこうえんニュース第86号　平成25年7月1日発行　
編集・発行　千葉市動物公園　ちばZOO編集委員会

〒264-0037　千葉市若葉区源町280番地　Tel 043－252－1111　 Fax 043－255－7116

千葉市動物公園を応援していただける個人、法人サポーターを募集しています。

特 典

哺乳類

鳥 類

爬虫類

両生類

魚 類

総 計

63 種

72 種

7種

1種

1種

144 種

517 点

305 点

32 点

2点

1点

857 点
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東関東自動車道
JR総武本線

都賀駅

京葉道路

千葉駅千葉駅

JR内房・外房線

千葉みなと駅JR京葉線

JR総武線/京成線

千葉都市モノレール

穴川東

穴川

宮野木JCT宮野木JCT

千葉北

東関東自動車道
JR総武本線

動物公園駅
都賀駅

京葉道路

JR内房・外房線

千葉みなと駅JR京葉線

JR総武線/京成線

千葉都市モノレール

穴川東

穴川

千葉北

お車の場合
・東京方面からは　京葉道路穴川I.Cより市街方面に約3㎞
・市原方面からは　京葉道路穴川東I.Cより市街方面に2㎞
・成田方面からは　東関東自動車道路千葉北I.Cより千葉方面へ約7㎞
モノレールの場合
・千葉都市モノレール動物公園駅下車すぐ

詳細は、管理課　電話 043-252-7566 までお問い合わせください。

・千葉駅より約12分
・都賀駅より約5分
・千葉みなと駅より約16分

（乗車時間）

・小学生未満、千葉市在住65歳以上の
方は無料

・団体は有料人数30名以上で2割引き


