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Director's Eye

　平成２６年は千葉市動物公園リスタートの年です。
すでにリスタート構想を発表して、20年ほどかけて
順々に施設を建て替えていきます。最初に手掛けるの
は、ライオン舎と子どもゾーンで、２８年春にはオープ
ンするつもりで職員全員が頑張っているところです。
この構想では、動物公園を楽しく、わかりやすい動物
園にしていくこと
をめざします。家
族や友だちと楽し
くゆったりとした
時間をすごす中
で自然に動物の

ことがわかってい
ただけるようにす
るのがこの構想の
主な狙いです。
　こうした構想を
しっかりと実現する
には、職員はもちろ
ん、市民や企業など
動物園外の人たち
の応援も必要です。
私は動物園を活力
ある組織にして、運営していくとともに、広く市民に開
かれた動物園にしていきます。
　また学校や研究機関など最新の知識や技術をとり
いれ、より効率的で活発な施設にしていくよう努力を
していくつもりです。そして千葉市の動物文化の拠点
になるよう頑張りますので、よろしくお願いします。

就任のあいさつ

―楽しく、わかりやすい動物公園をつくるために―

　4月から、私たち㈱自然教育研究センターが子ども動
物園と動物科学館の運営にかかわることになりました。
私たちは、来園者に自然や生き物のことを伝えるイン
タープリター（自然解説員）として自然公園や都市公園
で活動しています。ここ、千葉市動物公園でも来園者の
みなさまに園内の動物はもちろん、園内の豊かな自然
に親しみ、楽しむヒントを伝えています。

　正門から坂を上ってくると正面にある動物科学館で
は、楽しみながら動物について学び、考える展示やワー
クショップを開催していきます。その隣に位置する子ど
も動物園では、大人気のテンジクネズミやハツカネズミ
などのふれあいや担当動物のエサやりの時間があり、
ワクワク・ドキドキがいっぱいです。そして、その動物を
飼育している飼育員の解説を聞いたら、新しい発見が
あるかもしれませんよ。動物たちと一緒にみなさまのご
来園をお待ちしています♪

おもしろさ・すばらしさを発信！
動 物や 自 然 の

（園長　石田　戢（おさむ））

（（株）自然教育研究センター　浦野由里子）
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新世界ザル

遊園地跡地は、
子どもたちの夢の空間へ

　動物公園内の「動物科学館」という白い大きな建物
に、たくさんの動物たちが展示されていることをご存
じですか？その中で展示されているマーモセットやタマ
リンは、中南米に住む体重100～800gの小型のサル
です。たくさんの種類があるこのサルの仲間は、大きな

川を隔てて分布が分かれて
おり、体毛の色や飾り（タテ
ガミや口ひげ、耳のふさ毛
など）が種ごとに異なりま
す。マーモセットとタマリン、
どちらも果実、昆虫、小動物
などを食べますが、彼らの
大きな違いは、犬歯の大き

さです。マーモセットは、大きな犬歯を持ち、木の幹を
傷つけて樹液や樹脂を主食にする種が多くいます。
　どちらの仲間も樹上を活発に飛び回り、雌雄のペア
とその子どもからなる家族単位の群れで生活します。
子育てはオスとメス共同で行い、群れの兄弟も手伝い
ます。ファミリーの暮らしを観察すると、好奇心旺盛な
個体が多く、近寄ってきてくれるかも？こちらを見て首
をかしげる姿や、親兄弟に背負われた子どもの安心し
た表情は必見です。

  

　平成３年にオープンして以来、皆様に親しんでいた
だいた遊園地「ドリームワールド」は、老朽化などのた
めに、５月３１日をもって営業を終了いたしました。今ま
でのご愛顧に感謝を申し上げます。
　この跡地は、「子どもゾーン」として、今までの遊園
地に負けない、子どもたちに喜んでいただける空間に
生まれ変わります。

 ポニーの乗馬や小動物と触れ合うことのできるコー
ナー、ジャブジャブ池、すべり台などの遊具、お弁当広
場、学習・教育の拠点となるビジターセンターの設置
などなど、職員一同、いろいろな構想を練っているとこ
ろです。
 子どもだけでなく、大人も、動物と遊びながら学べ、ご
満足いただける施設になるよう、平成２８年春のオープ
ンをめざして整備を進めてまいります。さて、どんな施
設になるのでしょうか。ご期待ください。

動物科学館の仲間たち
～マーモセット、タマリン～

リスタート構想

 （飼育第1班　石井信一）

（副園長補佐　西野弘一郎）

小動物と
触れ合え
るよ！

ポニーの
乗馬も

出来るよ！
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ハシビロコウについて

おじぎをするように首を振ったり、クラッ
タリングと呼ばれる、くちばしをカスタ
ネットのようにカタカタと打ち鳴らす挨拶
行動が見られます。本来はオスがメスに、
メスがオスに見せる親愛の行動ですが、
担当者にもこのような挨拶行動を見せて
くれます。

こんな行動も

全国では5園、13羽が飼育されていま
す。日本では、上野動物園、伊豆シャボテ
ン公園、那須どうぶつ王国、高知県立　
のいち動物公園で飼育されています。

その他日本で
飼育しているところ

体長は1.2ｍ、体重は約5～6㎏。翼を広げた長さは約2ｍ。
くちばしの長さは約20㎝。
後頭部の冠羽が特徴的です。目の色は若いうちは黄色で、
大人になると青色に変わってきます。ハシビロコウはパピ
ルスの生い茂る湿地帯に住んでいます。沼地で大きな体で
も沈まないように足の指の数は4本で、とても長い指をもっ
ています。寿命は30年前後と言われていますが、40年以上
生きた例もあります。

名前の由来

「くちばしが幅広いコウノトリの仲間」
の意です。コウノトリ目に分類されて
いますが、ペリカン目に分類される説
もあります。英語ではShoebillと呼ば
れ、くちばしが木靴の形に似ているこ
とからそう呼ばれています。

野生では
こんな所にすんでいるよ！

アフリカ東部から中央部の湿地やその周辺の草
原地帯に生息しています。
野生での生息数は1000～2000羽とも言われ
ており、IUCN（国際自然保護連合）のレッドデー
タリストでは絶滅危惧Ⅱ類に分類されています。

く
ち
ば
し
は
約
20
セ
ン
チ
も
あ
る
よ
！

くちばしを

カタカタと

鳴らしてご挨拶！

沼地でも

沈まないんだ！
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飼育担当者より
動かない鳥として地味な存在でしたが、最
近人気上昇中です。いかつい顔をしていま
すが、その性格はいたって温厚です。みれば
見るほどその魅力に取りつかれる不思議な
鳥、ハシビロコウにみなさんもぜひ会いに
来てください。 （飼育第1班　伊藤泰志）

なんで動かないの？

「動かない鳥」として有名なハシビロコウ。なぜ動かないかと
いうと、その餌の取り方に原因があります。ハシビロコウの主
食はナマズや肺魚などの魚ですが、沼地で気配を感じさせな

いようひっそりとたたずみ、ただひたすら餌
が近づいてくるのを待つという方法
で餌を取るため、「動かない」ことが
とても重要なのです。

動物園で
繁殖したことはあるの？

今まで日本の動物園では繁殖したことは
ありません。世界でも3例しかありません。
　日本の動物園では唯一、「しずか」が
2004年と2009年に卵を産んでいます。

千葉市動物公園ではオス1羽、メス1羽を飼育しています。実は
今までこの2羽には名前がなかったのですが、今年の春に名前
を募集し、その中から、オスは「じっと」、メスは「しずか」と決ま
りました。オスの「じっと」は2005年来園。クールですが、
いたって温厚な性格です。メスの「しずか」は1989年
来園。少し気分屋なところもありますが、担当者には
よくなついてくれて、遠くからでも挨拶をして　　
　　くれる素直な性格です。

千葉市動物公園のハシビロコウの紹介

じっとくん

しずかちゃん

クールな

動
か
な
い
の
は

エ
サ
を
取
る
方
法
な
ん
だ
！

仲良しだね♪　

気分屋の
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　わたしは月２、３回、おもに家畜の原種ゾーンと夜行性
動物の解説をしています。ムフロンを見て「ヤギね」、モ
ウコノウマを見て「ウマだ」と言いながら通り過ぎようと
するお客さまにも、それがどんな動物かを説明すれば
「へぇ！」と驚いてもらえます。その「へぇ！」を聞くのが何よ
りの楽しみです。
　今年は２月から４月にかけてトナカイの角が生えかわ
り、雌ムフロンのお腹がふくらんできました。そこで、自
分で撮った写真を見せながら「先週のトナカイの頭はこ
うでした」と見比べてもらったり、妊婦のムフロンが見や
すい場所に立っていれば「あのお腹をじっと見ていると

動きます」と教えてあげたり…。実際、その数秒後に丸い
お腹がグリッと動いて、お客さまが「ほんとだ！赤ちゃん
が蹴ってた！」と大喜びされたこともありました。また、横
たわっていることの多いヤクが立っていれば、牛らしく
ないフサフサの尻尾に注目してもらったり。
　これからも自分自身の「シロウトの視点」を大切に、で
きるだけ「今しか見られないもの」を見つけてお伝えす
るようにしたいと思います。

動物たちの面白いところを
伝えたい

GO!
ボランティア！！
GO!

問い合わせ先　企画広報班　電話 043-252-7566
次回は秋頃募集予定　詳細は、ホームページ・市政だよりでお知らせいたします。

ボランテ
ィア

募集中
！

来 園 者 の 声

Q1 A1

Q2

A2

夜行性動物舎のコウモリがガ
ラスにぶつかって飛べなくなっ
ていました。大丈夫ですか？

この動物園には、ライオン、トラ、
クマ等がいません。ライオンなども
見てみたいのですが？

今、動物公園を新しく変えていく計
画があり、その中でライオンを飼育
する予定です。数年後にはライオン
を見学することができますので、ご
期待ください。

Q3

A3

動物が好きです。大人になったら飼育員
になりたいです。どうすればいいですか？

千葉市動物公園では千葉市の「畜産職」の試験を受
けて採用される必要があります。大学で「畜産学」や
「獣医学」を学んだ人が多いのですが、今はいろい
ろな勉強を頑張って多くの知識を身につけ進学先
などを考えてみてはいかがでしょうか。

コウモリは特にケガをしたこともなく、みんな元気に飛
んでいますので心配しないでください。ガラスにぶつ
かったコウモリを心配してくれてありがとうございます。

（動物公園ボランティア　金森美智子）

「へぇ～」を
聞くのが

楽しみです！

「今しか
見られないこと」
を伝えます！

トナカイの

角に注目〜！
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　5月25日（日）に「親子で飼育体験」が行われました。
今回は、25組58名のみなさんが親子で臨む飼育体験に
チャレンジしました。手のひらの上に乗るような小さな
ハツカネズミから、見上げるほど大きなアジアゾウまで、
それぞれ担当された動物の飼育を体験して頂きました。

親御さんからすると、ふだんからは想像できないほどテ
キパキ働く息子さんや娘さんの様子に目を見張ったり、
逆に、おうちではゴロゴロのんびりのお父さんが素早く
的確に掃除をしたり、目を見張るようなお母さんの包丁
さばきに改めて「お父さん、お母さんってすごい！！」と思っ
たりと、動物たちを介して親子のコミュニケーションが深
まったようでした。こうした親子の絆を深めてくれるのも
動物たちのおかげです。これからも「親子で飼育体験」を
通じて、親と子の大切な時間を大事に育んでいただける
ように、私たちスタッフもより一層励んでいこうと思って
います。

イベントレポート

詳細はホームページをご覧ください。イべ トン カ ンダーレ
○飼育係によるお楽しみＤＡＹ
13:30～14:15　
7月5日（土）　ハシビロコウ
8月2日（土）　ホンドザル・サル島
9月6日（土）　獣医さんのお仕事
バックヤード見学や、間近での動物たちの観察

○飼育担当者のちょっといい話
13:10～13:30　
7月13日（日）　小型サル類
8月10日（日）　エジプトハゲワシ
9月14日（日）　ハクギュウ
飼育担当者だから話せる動物たちの裏話

○七夕飾り
6月28日（土）～7月6日（日）
動物科学館１階ロビー　「短冊」を飾ろう

○動物愛護に関する標語募集
　動物科学館
7月1日（火）～31日（木）
9:30～16:30

○サマースクール
募集：6月15日（日）～21日（土）
実施：7月22日（火）～24日（木）
9:00～14:40　
小学生を対象とした動物園での一日体験プログラム

○紙芝居会
7月27日（日）、8月24日（日）
レクチャールーム　11:30～、13:30～
動物にちなんだ紙芝居会

○石田園長講演会
「これからの千葉市動物公園」
8月2日（土）千葉市文化センター　
10:30~11:30

○秋の救急フェアー
9月14日（日）　中央広場
10:00～12:00

こんにちは赤ちゃん 安らかに・・・ ようこそ元気でね
ムフロン フサオマキザル シバヤギ キングペンギン アカハナグマ レッサーパンダ クロザル

（オス1頭、メス1頭）
5月1日生まれ

（1頭）
5月4日生まれ

（オス1頭、メス1頭）
3月24日生まれ

1995年3月19年（来園）
～2014年3月22日

2004年10月13日（誕生）
～2014年4月11日

6月3日
（移動：富士自然動物公園へ）

3月27日
（那須どうぶつ王国より来園）

2月6日
（東山動植物園より来園）

性別：オス

飼育体験
親子で

（企画広報班　髙橋宏之）

トラ 風菜

リビングストン
エボシドリ

ん
　・・・・

ちゃんさん



動物公園サポーターの募集

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

ツイッターのお知らせ 2014年５月末現在の飼育数

アクセス

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。
寄附金は個人1口1,000円、法人1口10,000円で何口でも寄附いただけます。

●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
・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
・「ふれあいパスポート」持参の場合
  土曜日は無料

●駐車場
普通車500円、大型車2,100円
（閉門時間 午後5時）

●ホームページ
http://www.city.chiba.jp/zoo/

◎千葉市動物公園公式Twitterアカウント
@chibazoo
フォロワー数現在8,850（5月末現在）

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

企画広報班　電話 043-252-7566

特典

個人サポーターは、1口、3口、5口ごとに特典が異なります。

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3km
・市原方面からは　京葉道路穴川東I.Cより市街方面に2km
・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7km

モノレールの場合
・千葉都市モノレール動物公園駅直結
（乗車時間）・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

どうぶつこうえんニュース第90号　　平成26年6月15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(代)　Fax 043-255-7116
●動物取扱業名称/千葉市動物公園　園長　石田戢　●所在地/千葉市若葉区源町280　●種別/展示・貸出・保管・販売

●登録番号/展示 第50015号・貸出 第30016号・保管 第20200号・販売 第10205号
●登録年月日/展示・H24.7.30 貸出・保管・販売 H23.11.7　●有効期間の末日/展示 H29.7.29  貸出・保管・販売 H28.11.6　●動物取扱責任者/高木淳子

哺 乳 類

鳥 類

爬 虫 類

両 生 類

魚 類

総 計

62種

68種

6種

1種

1種

138種

542点

280点

31点

2点

1点

856点

問い合わせ先
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