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令和元年８月４日（日）１０：００～１２：００  参加者１４名 で８月の連絡会を行いました。

多数の参加を心強く感じました。 

 

参加者：K.O、H.O、T.K、M.K、T.K、M.D、T.T、T.T、S.T、R.N、Y.H、N.M、 

（園より谷口さん、梅田さん） 

 

今回の主な議題 

 ① ナイトガイドについて確認 

 ② ９月・１０月の予定について 

 ③ 〇〇まつりについて 

 ④ イエローレシートに関する行事について      その他 

決まったことなど 

 ①８月１７日（土）のナイトガイドについて （参加予定メンバー、準備物などを確認しました） 

 ②９月１日（日）みんなでガイドの日  

まだ、残暑は続いているかもしれませんが、秋です。みんなでスポットガイドをしましょう。

しばらくガイドをしていなくて…という方もみんなと一緒なら少し心強いかもしれません。お手

伝いや共同でガイドを希望される方も大歓迎です。 

 

 ②１０月の連絡会・みんなでガイド（１０月６日）について 

  偶数月は午前に連絡会と研修、午後にみんなでガイド（スポットガイド）を実施します。 

  午前は１０時から１２時まで。 

  研修の内容については①カモシカの誕生の話、②トラのテンの飼育展示の経過、③その他聞い

てみたいこと  以上の３点で希望を取ることになりました。③については１０月の研修ではな

くても今後の研修の内容に生かせると思いますので、是非お寄せください。①～③の希望が多か

った内容で話をしていただきます。何に決まるか乞うご期待！ 

 ③〇〇まつり １１月１０日（日） 本来なら第１日曜日に実施するところですが第１日曜日は

３日（文化の日・入場料無料）で混雑が予想されるため、第２日曜日の１０日に実施します。 

  昨年の「ラン♪ラン♪ライオンまつり」第２弾として、今年度は「バクバクバクまつり～アジ

アゾーンの動物たち～」で進めていくことになりました。小獣舎・イノシシ・バク・ラクダをメ

イン動物としてガイド・クイズ・缶バッチ作りなどをしたいと思います。昨年のようにガイドの

皆さんの参加やお手伝いをお願いします。お客様に楽しんでいただける様多数ご参加ください。 

 ④イエローレシートについて 

  昨年度より、イオンモール祇園とザ・ビックのイエローレシートに参加しています。この取組

に参加している団体に、８月２４日（土）２４時間テレビの募金活動への協力の要請がありまし

た。そこで ASAZOOボランティアーズからも３名が参加をするとの報告がありました。 

           （報告：T.T） 

８月の連絡会 報告 
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スポットガイドレポート７月 

・開 催 日：令和元年７月７日（日） １０：００～１１：００ 

・天 候：晴れ （七夕の日には珍しく晴天でした） 

・解説動物：クロサイ（Ｈ．Ｏ）、小獣舎（Ｋ．Ｏ）、カエル（Ｓ．Ｔ）、 

ペンギン（Ｙ．Ｈ）、バク（Ｎ．Ｍ）、ラクダ（Ｔ．Ｋ）、ゾウ・ダチョウ（Ｓ．Ｎ）、 

オオサンショウウオ（Ｋ．Ｋ）、ミーアキャット（Ｒ．Ｈ）、記録（Ｔ．Ｔ） 

 今回の参加者は、ついに二桁に！久しぶりの参加の方もいて、大変うれしく思いました。なんだかわく

わくしました。お客さんがガイドを探してくださるほど、ガイドが定着するといいですね。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 

 

 

 

 
                         （記録：T.T） 

小さい子がたくさん来るところで

詳しい解説をする感じではないが

世間話をしながら、ちょっと解説

をしています。 

始めて１０分は人通りなし。その

後１０組３０人以上と話した。豊

平、東広島からの２組は、産卵行

動に興味をもたれました。 

ずっと座っていて、耳・目・まつ

毛・耳毛が良く見えてよかった。

「まつ毛が長いでしょ！付けまつ

毛なんていらないですよ(笑)」 

実物はﾄﾉｻﾏｶﾞｴﾙ・ﾂﾁｶﾞｴﾙ・イモリ、

資料は写真。プリントを作って渡

せるように準備していました。木

陰があるので一息つけます。 

クニオが元気に走り回るのでつら

れてヒコボシも。横隔膜の病気の

ことを話すと、驚かれます。木陰

なのでゆっくり話ができました。 

少し引っ込んだ場所なのでお客さ

んが少なかったです。キツネの仔

は現れず、アナグマ・タヌキは動

かず。動物にとっても暑いから。 

サキちゃんがなかなか出ようとせ

ずお客さんと一緒にやきもき(笑)。

工事の関係でお客さんの流れが変

わっていることを実感しました。 

掘ったひんやりした土の上で腹ば

いになっていました。茶村さんの

話の間の取り方が勉強できてよか

ったです。 
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研修報告「安佐動物公園で１７年ぶりにキツネが繁殖しました」 

講師 薬師地 康生 

４月１１日に３頭の子ギツネが生まれました。母

はすずな、父はキラです。 

すずなは、２０１８年２月に保護されました。そ

の時、交通事故に遭ったのかすすなの首は曲がっ

ていました。キツネ舎ではいつも左隅にかくれて

います。 

キラは、２０１４年６月に保護されたキツネです。 

ワイルドな風貌ですが、手足がちょっと短いのが

特長です。（写真ではすっとして見えますが） 

 

実はキツネ舎には、２０１０年５月に保護されたごんがいました。ごんは、かわいくかっこよく

毛並みもよいのですが、他のキツネをやっつけてしまうため、他の個体との同居が難しいのです。

それで、ゴン１頭を展示していたのですが、モート（飼育場と柵

の間の堀）にいることが多く、お客さんからは姿があまり見えま

せんでした。（お客さんからは、何もいないも同然） 

２０１８年４月に、ゴンに代わってすずなの展示を始めました。

さらに、１２月にはキラとの同居を始めました。キラとすずなは、

朝は近くにならんで過ごしている姿を見ましたが、日中はすずな

は左隅、キラはモートにいることがほとんどでした。１７年ぶり

に相性の良い若いペア誕生です。 

翌年３月１０日に妊娠を調べましたが、はっきりとした確認はできませんでした。しかし、準備

はしておこうと、すずなを寝室に隔離しました。その際キラは、飼育係に怒って近づいてきて、追

い払おうとしても逃げませんでした。キラとすずなの仲の良さを感じました。 

すずなを隔離した後、再びゴンの展示をしました。子どもが生まれて展示が始まるとゴンの展示

は出来なくなるからです。 

野生動物は出産すると大変神経質になります。特にキ

ツネは神経質で、静かにそっとしないと子どもを食べて

しまうこともあります。ですから、すずなを隔離してか

らは、息が詰まるほど気を使いました。 

左の写真は寝室の入口です。注意を喚起するために、

「立入禁止」のロープをはりました。ドアには「静かに！」

の張り紙をしました。エサやりで中にはいる時には、無

線を切り、南京錠を開ける時も音を立てないように気を

つけました。 

４月１１日仔の鳴き声を確認しました。ますます気を

使い、エサもそーっと与え、掃除もできませんでした。

しかし、出産から数日後、何日も仔の声が聞こえない日もあり、何かあったのではないかと不安が

つのりました。この頃は巣箱に入りっぱなしで姿は全く見ることができませんでした。 

４月３０日巣箱から出ている姿を確認できました。ただこれは巣箱の掃除ができないため，汚れ

ているから出て来たのではないかとの懸念もありました。 

５月２日、３つの寝室の真ん中に藁をしいて出産に備えていたのですが、両サイドの部屋にも藁

をしきました。 

５月１９日、再び巣箱から出ているのを確認し写真を撮ろうとしましたが、すずなは怖いくらい

警戒しました。 

５月３０日、ごんを寝室へ移動し、すずな親子の展示を始めました。 
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しかし、午前中は寝室とつながる入口から顔を覗かせますが、放飼場には１歩も出てきませんで

した。母親はその様子をずっと見守っていました。午後、放飼場に出てきた様子を他の飼育係が写

真を撮って見せてくれて出てきたことを知ることができました。元気に走り回りじゃれていたそう

です。 

何とか自分でも早く確認したくて仕掛けをしてみました。遊び好

きな子ギツネを想定し、靴や木の棒を置きました。もし出てきて遊

んだらそれらが動くだろうと。 

子ぎつねの成長は早く７月にはほぼ母親と同じくらいの大きさに

なりました。 

７月２０日、マイクロチップを埋め、雄３頭であることを確認し

ました。 

今後はキラも合わせて家族展示をしたいと考えています。 

 

 

 

 

Q＆A より 

＜キツネの同居について＞ 

キツネは２０頭（一説には３０頭）くらいまで同居ができます。ごんは例外ですが、一般的には

穏やかです。雄同士もけんかはあまりしません。 

＜ごんの今後は＞ 

ごんの展示予定は今後ありません。日当たりの良い、動物病院で飼う予定です。 

＜野生動物の保護について＞ 

野生の動物を見つけた時には、基本的には触らないで自然に任せます。野生は野生のままでとい

うスタンスです。見つけたら触らないで安佐動物公園に電話をしてもらうと、何らかのアドバイス

ができます。安佐動物公園で保護できるのは①広島市内であること、②けがをして弱っている状態、

特に人間が害を与えている場合③動物園に連れてこれる場合などの条件があります。これらの保護

動物はたいてい怪我が治ったら放獣します。希にこのキツネのように展示に空きが生じる可能性が

あるときなどは動物園の動物として飼育します。              

 

（記録：T.T） 



ＡＳＡずうぼらだより ８１号 （２０１９年８月２０日発行） 

 

 

  
  6 

 

  

ナイトガイドレポート８月 

開催日：令和元年 8 月 17 日（土）17：00～19：40 

天 候：晴れ 

場 所：リクガメ広場 

参加者：Ｋ．Ｏ、Ｈ．Ｏ、Ｋ．Ｋ、Ｍ．Ｔ、Ｓ．Ｎ 、Ｒ．Ｎ、Ｙ．Ｈ 

ガイドで使用したもの 

毛皮（ライオン・ライオンの尾・うり坊・ニホンジカ・カモシカ・キリン・ゾウ・イタチ 

     シマウマ・ラクダ・ダチョウの足） 

骨格（アヌビスヒヒ・ライオン・シマウマ） 

その他（オオサンショウウオ写真・模型等 フラミンゴの羽・ダチョウ卵標本） 

 

台風が去ったお盆休み終盤の土曜日、リクガメ広場に展示物を並べ始

めると早速、人だかりができました。そこからはノンストップで人がや

ってきます。19：30 に終了のアナウンスをしてなんとか終えることがで

きました。 

テントの周りに机を並べて展示物を置き、実物を見て触れてもらいな

がら、解説をしていきました。意外と触り心地のよいキリンの毛皮、硬

いゾウの皮、ライオン尻尾に皆さん感心の様子です。ダチョウの足の皮

はみんなワニ？と聞く方が多く、ダチョウと聞くとびっくりされていま

した。どれも本物で、なかなか触ることのできないものであり、ガイド

の話を興味深く聞いたり、写真を撮ったり楽しい経験をしていただけたのではと思っています。 

 

終了後の反省会で、今回の問題点が出ました。フラミンゴ池横からサバンナテラス手前まで園路が封

鎖されていることで、来園者が皆、リクガメ広場の前を通ることになります。多くの人が興味を持って

足を止め、いつの間にか展示を見るために列が出来ていました。列は切れることがなかったのでので、

終了するのが大変でした。工事に伴い次年度園路がどうなるか分かりませんが、人が多すぎるようであ

れば、リクガメ広場の入り口ではなく、少し奥で展示をした方がよいかもしれません。 

大変ではありましたが、ガイドボランティアの写真はみんないい顔をしています。 

今年のナイトガイドも盛況で充実したものとなりました。        

（報告・写真 Ｙ．Ｈ）             
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             作業ボラ活動報告  

   ６月１日(土) （参加者１８名） 

     ピーチク広場内丸鉢にペチュニア植付け。 

     レストラン裏 石鉢にペチュニア植付け。 

     種蒔き用ポットに土入れ。 

  ６月８日（土）（有志の参加１８名） 

     種蒔き用ポットに土入れ後マリーゴールド種蒔き。 

     臨時売店横ガザニア植付け。 

     展示広場ヒマワリ植付け。 

  ６月２２日（土）（参加者１４名） ６／１５雨で中止の代替日 

     正面入り口前・ヒヒ山前、丸鉢大丸鉢ヒマワリ植付け。 

     ビニールハウスでヒマワリ種蒔き。 

  ７月６日（土）（参加者１６名） 

      ゾウ舎前スロープ下から３段にペチュニア植付け。 

     西園アカゲザル舎横日々草植付け。 

     展望広場マリーゴールド撤去後サンパチェンス植付け。 

     マリーゴールドは正面駐車場ゲート横に移植。 

     ヒヒ山前大鉢ヒマワリ植え換え。抜いたヒマワリは良好な物だけ 

     来園者持ち帰りにしました。 

  ７月１３日（土）（有志の参加７名） 

     レストラン前丸鉢、展望広場トイレ前のヒマワリ撤去、 

     マリーゴールド植付け。 

  ７月２０日（土）（参加者７名） 

     ピーチク広場外丸鉢ヒマワリ撤去後マリーゴールド植付け。 

     ビニールハウスでマリーゴールド、サルビア、葉牡丹種蒔き。 

      潅水作業（６月～７月末）延べ３０日実施 

                        （報告：Ｋ．Ｓ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      作業グループの皆さんへ 

☆９月１０月活動日の連絡です。 

  ・９月７日・２１日（第一・三土曜日） 

  ・１０月５日・１２日・１９日（第一・二・三土曜日） 

 ＊作業の進捗状況により、上記以外に活動日が 

  増える場合があります。 

 ＊潅水作業は１０月まで毎日輪番で行います 

   ご協力よろしくお願いします。 

ガザニア…今年初めて挑
戦した花です 

レストラン裏のペチシュ
ニア…水やりの加減がち
ょっと難しいです 
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              作業ボラ活動報告  

近年天候は極端です。豪雨に寒波に猛暑、多雨に雨不足…ジェットコースターを思い浮かべてし

まいます。そのために病気や発育不良や害虫が発生したりします。恐らく植物にとっても穏やかな

過ごしやすい環境である方がうまく育つのではないでしょうか。 

作業グループで育てている花も、これまで通りの花をこれまで通りの育て方ではうまくいかない

ことがあります。前回報告した鹿による食害もその一つかもしれません。そこで、新旧幹事さんを

中心にいろいろとやり方を工夫しています。 

その一つが、これまでの花に代えて新しい花を導入することです。 

梅雨が明けたとたんに猛暑が続いています。この暑さでも育つ花の情報を集めて「ガザニア」「サ

ンパチェンス」を導入しました。やってみると「ガザニア」の発芽率が意外に低かったのは誤算で

した。２０００万人の記念花壇と展望台広場にはサンパチェンスを植えました。「サン」が付くだけ

に暑さに強い花です。じわじわと株が大きくなってきて花数が増えてきました。 

 

スコップの柄に赤と白のテープを巻いて色分

けしました。白は科学館裏の倉庫用、赤は下のハ

ウス用です。もし、混ざっていたら移動をしてく

ださい。どちらも２０本ずつで、作業がスムーズ

にできるようにと考案されました。 

                             

      ひつじ村から… 

 

 

 

 

 

 

＊活動報告 

   ・７月２８日(第４日曜日) １０：００～１４：００   

     作業内容・・・洗った毛をほぐしました。6 月にマリーゴールドで染めた羊毛をみん 

なでほぐしました。気ままな話を肴に、結構はかどりました。 

 

＊２０１９年９・１０月予定 

    ・ 9 月 22 日(第４日曜日) １０：００～ 12 月のフェルトイベント準備など 

・ 10 月 27 日(第４日曜日) １０：００～ 12 月のフェルトイベント準備など 

   来年はネズミ年、フェルトイベントをスタートして干支一回りしました。雪だるまと 

ネズミが 12 月のボライベント「フェルトでゆきだるま」のテーマです。がんば！！ 

 

ひつじ村は、原則、毎月第４日曜日、安佐 ZOO のどこかで村開き。ぴーちくパ

ークで暮らすヒツジたちにもらった羊毛を、洗う、解す、染めるなど、イベントの

材料準備が主な作業です。グループ問わず、興味ある方、通りすがりの見学がてら

お茶だけでも OK、住民登録随時受付中！ 
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◎動物園ニュース 
☆レッサーパンダ・ニホンカモシカ繁殖 

6月 29日（土）レッサーパンダのヨウヨウが 2頭の子どもを出産しました。子どもはまだ巣箱から

出てきませんが、飼育係が時々その様子をツイッターにあげています。 

また、7月 19日（金）にニホンカモシカのサキが 1頭の子どもを出産しました。こちらもツイッタ

ー等で成長の様子をお知らせしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆ポニーが来園し、愛称命名式を行いました。 

7月 4日（木）に来園した雌のポニー（3歳）の愛称を、

7月 20日（土）から 31日（水）まで募集し、決定した愛

称を 8月 12日（月・祝）に発表しました。決定した愛称

は「ハルミ」です。まだ訓練中ですが、そのうち乗馬体験

で活躍する予定です。 

 

 

 

 

 
◎お手伝いをお願いします 
全ボランティア対象 

☆どうぶつウンチ研究室 

日時=9月 15日（日） 10：00～12：00 

（集合は 9：3０） 

募集人数=数名 

解説の補助、お客様の誘導など。 

 

☆ZOO Cafe 

日時=１0月 6 日、20 日 13：00〜13：30 

（集合は１２：３０） 

募集人数=数名 

コーヒーなどの飲み物のサービスやお客様の案内など。 

 

ガイドボランティア対象 

☆バックヤードガイド 

日時=毎週土曜日 11 時～、13 時半～ いずれも約３０分程度 募集人数=2 人程度 飼育係による裏側

案内の補助、参加者の整理誘導など。 

※毎月最終土曜日の午前は「サンちゃんツアー」になります 

母親のサキと 

その子ども 

（8/4 撮影） 

ポニーの「ハルミ」 

レッサーパンダの 

子ども 2 頭 

（8/6 撮影） 



ＡＭ ＰＭ

1 日 納涼ナイトサファリ（点灯式） みんなでガイド

2 月

3 火

4 水

5 木 休園日

6 金

7 土 防災イベントｉｎ安佐動物公園 ゾウ 調理室 活動日

8 日

9 月

10 火

11 水

12 木 休園日

13 金

14 土 病院 ラクダ

15 日 どうぶつウンチ研究室

16 月 敬老の日行事「動物たちの長寿を祝う会」

17 火

18 水

19 木 休園日

20 金

21 土 国際レッサーパンダデー特別解説 ぴーちく
クマor
夜行獣 活動日

22 日
動物画コンクール審査会
世界サイの日～クロサイのことを知ろう～

ひつじ村

23 月 スポットガイド「Zoo～っとよれば？」

24 火

25 水

26 木 休園日

27 金

28 土 動物作文・詩コンクール審査会 サンちゃん
ツアー

ライオン

29 日 おとなのための飼育体験教室

30 月

☆

★ 作業ボラの作業内容については天候等に変更されることもあります。詳しくはその都度確認ください。

9

この予定は「ずうぼらだより」発送時の予定です。変更される場合も有りますので、活動時などには確認してください。

令和元年度　ＺＯＯ＆ ボラ予定表（９月１日～９月３０日）

月日

安佐ＺＯＯ ＺＯＯボラ

イベント
バックヤードガイト

解　説 作　業

９：４０ ボラ室集合
１０：００～１１：３０ スポットガ



ＡＭ ＰＭ

1 火

2 水

3 木 臨時開園

4 金

5 土 トラ スイギュウ 活動日

6 日 ZOO Café
連絡会

みんなでガイド

7 月

8 火

9 水

10 木 臨時開園

11 金

12 土 ヒヒ山 調理室 活動日

13 日

14 月
サンちゃんデー～オオサンショウウオについてサンちゃんと学ぼう
～

15 火

16 水

17 木 臨時開園

18 金

19 土 安佐動物公園ウォーキング大会（安佐北区健康長寿課） ゾウ ラクダ 活動日

20 日 ZOO Café

21 月

22 火

23 水

24 木 臨時開園

25 金

26 土
サンちゃん

ツアー
クマor
夜行獣

27 日 動物園で計量記念日 ひつじ村

28 月

29 火

30 水

31 木 臨時開園

☆

★ 作業ボラの作業内容については天候等に変更されることもあります。詳しくはその都度確認してください。

10

この予定は「ずうぼらだより」発送時の予定です。変更される場合も有りますので、活動時などには確認してください。

令和元年度　ＺＯＯ＆ ボラ予定表（１０月１日～１０月3１日）

月日
安佐ＺＯＯ ＺＯＯボラ

イベント
バックヤードガイト

解　説 作　業

連絡会１０：００～１２：００
スポットガイド １３：３０～




