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　動物は様々な色模様をしている。しかし哺乳類は、あまり
目立った色をしていない。模様がはっきりしている動物種は
少ない、つまり地味なのだ。とはいえシマウマははっきりした
黒い縞があってこれにはあたらない。そうなるとこの縞は何に
よって形成されているのか。とはいえシマウマの毛を直接調
べるわけにはいかない。いくら好奇心の強い私とはいえ、齧ら
れたり、蹴飛ばされるのは勘弁してもらいたい。
　ある時、不幸にしてシマウマが死亡した。
獣医師に毛皮の一部を分けてもらうことに
してさっそく検査を開始した。まず表面の
毛をみんな剃ってきれいにする。そこは白
と黒の縞模様である。この縞模様は毛根に
よって形づくられていることは容易にわか
る。そこで次にしたのは、毛根を抜くことで
ある。いやはや、大変な仕事でした。結果
はきれいな肌色でした。黒や白の色は、単
に毛の色であって、地色でもなんでもない。けものから毛を抜
くと肌の色になるという全く常識的な結果になってしまった。

考えてみれば当たり前なのだが、やってみて改めて実感させら
れた。シマウマは黒地に白でも、白地に黒でもない。白黒模
様なのだ。
　地色が白ではないかと思うのは錯覚で、日の丸の影響かも
しれない。
　ちなみに、シマウマの縞についてはもう一つ問題がある。あ
れが横縞か縦縞かということだ。常識的に見れば、縦縞と思

える。しかし動物学的には横縞なのであ
る。縦か横かを決めるには一応基準があ
り、体軸にそって平行だと縦、直角だと横と
なっているのだ。体軸とは頭からお尻のラ
インのことで、人の体軸は地上から見て垂
直だから、縦に走る線が縦なのである。し
かしこれは何か変である。体軸を縦にもっ
ているのは哺乳類ではヒトくらいなもの
で、ほかはほとんど直角なのである。ヒト

という例外的存在を基準に決めるのは、少し問題だと思うの
だがいかがなものだろうか。

千葉市動物公園  園長    石田  （おさむ）

シマウマの縞は白地に黒か？
さむ）

オニオオハシの繁殖
　5月31日、当園動物科学館内のバードホール3階作業
通路（キャットウォーク）にて、オニオオハシの巣箱の中か
ら雛らしき鳴き声を聞きました。巣箱の中を確認してみ
ると…なんと、オニオオハシの雛を確認しました。
　確認した雛は1羽で、おそらく孵化直後であったと思わ
れます。
　4月から新しくバードホールの担当になり、オニオオハ
シが何度か巣箱への出入りを
確認していたので、そろそろ産
卵し始めたかと思っていた矢先
だったためとても驚きました。
　その後は、1週間毎に確認を
して雛の成長を見守ることにし
ました。
　オニオオハシは警戒心が強く
人が干渉し過ぎると育雛を放棄
してしまうこともあるため、巣箱

の確認はストレスを与えないように速やかに行いました。
　親個体は昨年の11月と12月に来園したばかりですが、
観察をしていると2羽がしっかり協力して巣箱に餌を運ぶ
姿が見られました。
　そして、雛の確認日から約50日、ついに雛が巣箱の中
から顔をだし、巣立ちしました。
雛の巣立ち後も親個体からの給餌はしきりに行われ、飼

育担当者も安心して雛を見守っ
ています。巣立ちから1週間後
にはバードホール内を力強く飛
び回る姿も確認しました。立派
な親の姿になるのにはまだかか
りますが、今しか見られない可
愛い姿を、皆さん是非見に来て
ください。

飼育第一班　傳見  勇

N E W S
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　7月28日、ミーアキャット展示場がリニューアルオープ
ンしました。以前の展示場は屋根があり、ミーアキャット
が地面をたくさん掘れるという利点はありましたが、背後
にある草原ゾーンのダチョウがいる山との景観が損なわ
れていました。そこで、新しい展示場は、屋根をつけずに
展示することにしました。
　ミーアキャットは警戒心が強く、一段高い所に登って周
囲を警戒します。従来の展示場では体重計などを設置し
ていました。今回は、ミーアキャットのもう一つの特徴で
ある「尻尾を立てて集団で走り回る行動」を、新展示場

のコンセプトとしました。
野生のミーアキャットは
15~30頭の群れをつくっ
て暮らし、狩りをする時や
天敵が来た時には尾を立
てて獲物の存在や身の危
険を仲間に知らせます。新

展示場には、アリ塚を設置
し、その中からミルワームと
いう虫が獲れるようにしまし
た。こうすることによって、
尻尾を立てて集団で走り回
る行動を引き出よう工夫しています。新展示場にお立ち
寄りの際には、尻尾を立てて集団行動している姿をぜひ
ご覧ください。
　なお、現在展示場に出している個体は9頭すべてオスで
す。本来、ミーアキャットの群れは、オスとメスの1ペアと
その血縁関係にある子どもや兄弟などですが、オスとメス
の1ペアから大きな群れをすぐに形成できないことや、メ
スがいることでオス同士の争いがおきてしまうため、最初
はオスのみの展示としました。バックヤードではオスとメ
スの繁殖を試み、大きな群れをつくりあげることができれ
ば展示場にいるオスたちと交代する予定です。

飼育第二班　水上　恭男

新ミーアキャット展示場オープン

N E W S

風太WAON寄付金により整備しました
　今回のミーアキャット展示場の整備費用は、イオン
リテール（株）の千葉市ご当地カードである「ちば風太
WAON」からの寄付金を活用させていただきました。「ち
ば風太WAON」は、このカードを利用してお買いものをし
ていただくと、ご利用額の0.1%にあたる額がイオンから
千葉市へとご寄附をいただけるというシステムです。平成
23年から開始され、今までに約9万枚が発行されており、
総額約2,580万円のご寄附をいただいています。過去
に園内貸出ベビーカーの整備に
も活用をさせていただいており
ますが、この寄付金を活用して
の展示場の改修は初めてとなり
ます。
　また、千葉市ではこの6月よ
り「ちば風太WAON」を利用し、
ボランティア関連活動や健康維
持・増進活動などにご参加いた

だいた方に地域ポイントを発
行する「ちばシティポイント
制度（ちばポ）」の実証実験が
スタートしました。貯めた地域ポイントはWAONカード
のポイントとしてお買いものにご利用いただくことが可能
です。自治体の地域ポイントが民間のポイント制度と連
携するのは全国でも初めての取り組みで、大変利用しやす
いシステムとなっていますので、これを機会に是非みなさ

んも「ちば風太WAON」をご利
用いただければ幸いです。
　千葉シティポイントについての
詳しい情報はhttp://chibapo.
pointpack.jp/もしくは「ちばポ」
でご検索ください。

N E W S

詳しくは ちばポ
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開催日／11月3日（祝）・4日（日）   場所／千葉市動物公園 中央広場（メイン会場）

動物達に大接近動物達に大接近 飼育係が動物のそばまで連れて行ってくれる動物体験ツアー。あの人気動物に近づけるチャンス！

日時／11月3日（祝）・4日（日）10:30および11:15   定員／各日100名
受付／当日先着順  整理券9:30～配布   場所／中央広場（メイン会場）

日時／11月4日（日）13:00～14:30（予定）   受付／9:30～11:30       
大人気！
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動物園ファンの、
動物ファンによる、
動物ファンのための、
年に一度の動物文化祭
「ちばZOOフェスタ2018」を開催します！
是非お越しください。

写真や各種クラフト作品の
個展ブースが中央広場に並
びます。作品販売もあり、年
に一回ここでしか手に入ら
ない逸品も並び、当園の隠
れた「オリジナルグッズ」と
なっています。

ギャラリーブース
プロのアーティストがあなたの顔にかわいい動物のワンポイント！

ルフェイスペイントイイイイルフェイスペイントルフェイスペイントイイペイペイペイペイペイペペペスペスペスペスペスペスアニマルフアニマル

日時／11月3日（祝）・4日（日）10:00～、13:00～
定員／各回60名
受付／当日先着順  整理券30分前配布
場所／中央広場（メイン会場）

賞品／優勝賞品、ほか各賞あり（おたのしみに）

来たれ挑戦者!!
ネコミミから着ぐるみまで
動物コスプレを競おう！

来たれ挑戦者!!
ネコミミから着ぐるみまで
動物コスプレを競おう！

・ものまねの黒板七郎さん出演決定
・プロレス団体KAIENTAI DOJOも緊急参戦
・市内中・高等学校による、動物をテーマにした「吹奏楽」
・動物着ぐるみ達も園内に続々出没！  等

11月4日（日）に
アニマルコスプレ姿で
来園された方は、
なんと入園無料！

11

詳しくは ZOOフェスタ2018

2018 Autumn
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「ジャングル大帝」×「千葉動物公園」コラボグッズも期間限定で発売！

手塚治虫生誕90周年を記念し、手塚治虫作品「ジャングル大帝」、「リアル謎解きゲーム」、
「動物園」が初のコラボレーションを実現！

謎解きキットを使って園内を巡り、レオと一緒に謎を解いていく体験型イベントです。

ジャングル大帝・レオ
動物たちのヒミツを探せ！
ジャングル大帝・レオ

動物たちのヒミツを探せ！

開  催  期  間

受　付 正門売店、西口売店、北口売店、展望デッキ売店

参加費 800円（別途入園料がかかります）

3時間以内にクリアすると、
下記のいずれかをプレゼントします。

【ご注意】
年齢制限はありませんが、小学５年生から大人の方が楽しめることを想定した内容です。

缶バッジ（10種類の中から2つ）タオルハンカチ（1枚）

スエードコースター ノック式消しゴムクリアファイル

?

?

9月1日（土） ～11月30日（金）
（休園日を除く）

※この他、「ジャングル大帝」×「けものフレンズ」コラボグッズも販売
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　6月29日、当園で12年ぶりにカリフォルニアアシカが
出産しました。
　子どもが生まれたときに確認しなければならないこと
は、母乳が出てるか、そして授乳をしっかりと行うことが
できるかということです。母親のマリンは、9歳にして初
めての出産だったため、少し心配でした。出産当日は、子
どもがお腹をすかせてミューミュー鳴きながら、マリンの
顔や前ヒレを触っているのにマリンは授乳体勢が分から
ない様子で授乳確認はできませんでした。
　しかし、翌日には担当獣医が授乳の確認をすることが
できました。それ以降は頻繁に授乳確認ができ、乳首か
らお乳が流れ出るほどたくさん乳がでていました。その
日に、初めて子どもの体重測定を行ったところ、約7.0kg
ありました。その後は、毎週体重測定を行い、3週間後に
は12.0kgまで増え、順調に育っていると喜んでいました
が、狭い予備プールで一か月弱飼育していたストレスのた
めか、母乳の出が悪くなり、子どももあきらかに痩せてき

ました。
　7月30日の測定で、
7.0kgまで体重が落
ちていたため、最悪の
事態を考え、人工保育
を検討していました。一般公開日が8月1日に決まってい
ましたので、公開前日にマリンと子どもを展示プールに出
して、父親のチャイムと一緒にしてみました。するとマリ
ンは、子どもをほったらかしにして泳ぎまくっていました。
やはり狭いプールは、ストレスだったようで、その後は、授
乳量が増え、子どもの体重も確実に増えてきました。8
月20日の測定で10.4kgになりました。父親のチャイム
は、子どもが泳ぎ疲れて陸地に上がれないで泣き叫んで
いると、マリンより先に鼻先で子どもを押し上げて岸に上
げてやる父親ぶりをみせています。
　子どもがこのまま順調に成長してほしいと思います。

飼育第一班　鈴木  克典

カリフォルニアアシカの出産

　みなさまこんにちは。今回は千葉市動物公園で年2回
開催しているクイズラリーについてご紹介します。当園で
は以前からクイズラリーを行っていましたが、2015年か
らはボランティアが主体とな
り開催しています。クイズの
問題を考えるところからはじ
まり、園職員のバックアップ
を受けながら、参加される来
園者のみなさまに喜んでいた
だけるよう準備をしています。
　10月のクイズラリーは、展
示場をリニューアルした、ミーアキャットの問題も登場し
ます。出題は当園の動物の中からよりすぐりの全5問、園
内をまわって問題を解いていただきますが、それぞれの場

所にボランティアがいますので、迷った時は相談してくだ
さいね。過去一番多くとりあげられたライオンの問題の
一例は…「モテるオスライオンのたてがみの色は金色？茶
色？黒？」。 答え合わせの時には理由をお話しますので、
動物に詳しくなりますよ。 参加賞は千葉市動物公園オリ
ジナル動物カードなどを差し上げています。その他シー
クレットプレゼントをお渡ししたことも…！
　ボランティア主体のクイズラリーはこれまでに開催日数
21日、参加者数は約2万人にもなりました。まだ参加し
たことのない方もリピーターの方も、ぜひクイズラリーに
チャレンジしてください。おもしろくてためになる（おも
ため）クイズです！ （クイズの答え：黒）！

千葉市動物公園ボランティア
三山　知子

間もなく開催！ ～ 秋のおもためクイズラリー ～ 2018年10月8日（祝）・13日（土）

GO! GO! ボランティア!!

2018 Autumn
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ツイッターで情報を配信中！

飼育係が撮影した写真やリアルタイムな園内の
情報などを配信中です！ ぜひ、ご覧ください。

千葉市動物公園
公式Twitterアカウント

＠ChibaZoo
フォロワー数
現在101,024
（8月31日現在）

動物公園サポーターの募集

問い合わせ先   電話 043-252-7566

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。
寄附していただいたお金は動物たちのエサ代や園内サービスの充実に使われます。

1 当園オリジナルグッズの贈呈
2 サポーターズデーへのご招待
3 動物公園に関する情報の提供

特 典

● 開園時間  午前9時30分～午後4時30分まで
　 　　　　 （最終入園：午後4時まで）
● 休園日　  毎週水曜日
　 　　　　 （水曜日が休日の場合は翌日）
● 入園料　 ◆大人（高校生以上）…700円

◆中学生以下…無料

● 駐車場　 ◆普通車 700円  ◆大型車 2,800円
（閉門時間：午後5時）

団体割引：有料人数30名以上で2割引

お得な年間パスポート
◆大人…2,500円

スマホをかざして

びっくり
下記アプリをダウンロードして表紙を
スキャンすると「オリジナルフォトフ
レーム」がダウンロードできます。

動物公園サポーター 検索詳しくは

　9月より、年間パスポートをリニューアルし
ました！
　新デザインは、2種類からお好きなデザイン
をお選びいただけます。
　今後デザインは、毎年4月1日に変更します。
　また、キャッシュカードサイズになりお財布
にも入れやすくなりました。

販売価格
2,500円

年間パスポートが新しくなりました！


