
インスタグラム やっています。インスタグラム やっています。

＠higashiparkzoo＠higashiparkzoo

1

2022年 冬 第63号



2

＃東公園ずー健康管理　ニホンザル編

< なんで頭数制限をするの？増えすぎるとどうなるの？＞

現在 13 頭のニホンザルがいま

すが頭数の制限をしているので、

子どもは生まれず高齢化が進ん

でいます。今後は新たにニホン

ザルを仲間入りさせる検討をし

て、群れの維持をしていきたい

と思っています。

現在は

♂５頭 ♀８頭　計１３頭が生活。

現在は

♂５頭 ♀８頭　計１３頭が生活。

限られたスペースのため密になる。 ケンカが増えたり… 弱い個体がいじめられる。

そうするとそうすると

網で捕獲するところ

採血をするところ

やめて～

ヘイ

　さて、今回はニホンザルの健康診断では、どんなことを

しているかを紹介します。

　きっかけは今から 18 年前、その頃ニホンザル舎には

33 頭が暮らしていて、そのまま増え続けてしまうと

飼育環境の悪化が考えられたため、頭数制限の処置を

するようになったことが始まりです。今では身体測定、

採血、ツベルクリン反応検査などもしています。

　みなさんは健康診断や人間ドックを、毎年受診していますかー？

東公園動物園のニホンザルたちは 1 年に 1 回全頭の健康診断をしていますよ！

①網で捕獲する → ②マイクロチップの確認 → ③麻酔をかける

④身体測定

体重の増減や、お口や歯のチェック

⑤採血・検査

サルも人間と同じく腕から採血をします。ほかには、人間と動物に

共通する病気のひとつ「結核」の検査をします。

⑥入れ墨の確認　

個体の識別のため、顔の一部に入れ墨を入れています。

⑦覚醒させる

< 健康診断の流れ＞

年に 1 回の健康診断なので、普段とは違う

雰囲気を感じてサルたちも緊張気味。そこ

で負担をかけないように、薬を使い、サル

たちが眠っているうちに検査をしていま

す。検査が終わると、また薬を使って眠り

から覚まします。サルたちが元気に暮らせ

るように、今後も続けていく予定です。

オグロプレーリードックのももちゃんのおはなし

じつは、2021 年 4 月から東公園動物園に仲間入りしていた、

オグロプレーリードックのももちゃんを紹介します。

うふふ

うふふ

４月１日　ぺこちゃんと同居開始

５月５日　ルッコラ君が群れに合流

５月12日　ももちゃんが出ているのを目撃！

現在の様子

オグロプレーリードックって？

ネズミ目リス科の動物

北アメリカ大陸の草原地帯に生息

体長：30 ～ 40cm

体重：0.7 ～ 1.4kg

野生下での食べ物：草、草の根、

種子、木の実、穀物等

飼：ももちゃんはどこから来たの？

もも：いしかわ動物園だよ。

飼：誕生日はいつですか？

もも：2018 年 4 月 25 日です。

飼：どんな性格ですか？

もも：ちょっとこわがりなの。

飼：好きな食べ物はなんですか？

もも：サツマイモです！

飼：好きなことはなんですか？

もも：穴掘りです♪
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ほぼ  
等身大！
ほぼ  

等身大！
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今では運動場の砂場が大のお気に入りで、毎日穴掘りをしています。

ももちゃんたちの穴掘りについて、５ページの「ひがしこうえんどうぶつえんミニずかん」で紹介しています！

ももちゃんは初めての運動場にドキドキ、

新しいお部屋にもドッキドキ。

なかなかお外へ出られません。

でも一緒のお部屋にはぺこちゃんがいて、すぐに仲良くなれました。

ももちゃんは初めての運動場にドキドキ、

新しいお部屋にもドッキドキ。

なかなかお外へ出られません。

でも一緒のお部屋にはぺこちゃんがいて、すぐに仲良くなれました。

それからルッコラくんも仲間入りして、

３頭はとっても仲良し。

ほかの 2 頭はお外に出てくるのに、

こわがりなももちゃんはなかなかお外へ

出られません。

「ももちゃんはいつ出てきてくれるのかな？」

飼育員たちは心配していました。

それからルッコラくんも仲間入りして、

３頭はとっても仲良し。

ほかの 2 頭はお外に出てくるのに、

こわがりなももちゃんはなかなかお外へ

出られません。

「ももちゃんはいつ出てきてくれるのかな？」

飼育員たちは心配していました。

そんな中、5 月のある日ついにお外に出ることができたのです！！

めでたしめでたし！飼育員もひと安心です。

そんな中、5 月のある日ついにお外に出ることができたのです！！

めでたしめでたし！飼育員もひと安心です。
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き　　　　り　　　　と　　　　り　　　　せ　　　　ん

No.11

ニホンジカの のおはなし。

※茶色い皮膚に覆われた「袋角」という状態で、角は大きく成長していきます。枯れ角になることで、硬い角が姿を現します。

飼育下で暮らすダニエルくんは、飼育員と他の個体のケガ防止のため

に角が完成する時を見計らって、除角をします（角を切ります）。

皮膚がしおれた状態であれば出血はしないため、除角はこのタイミン

グで行います。…が、角が完成したオスジカはとても気性が荒く、

危険です。獣医師立ち合いのもと麻酔をかけて、寝ている間に除角を

行います。今年は 8 月 30 日に処置をしました。

ぷれーりーどっぐ の おはなし 

５５

7 月 14 日7 月 14 日 8 月 30 日8 月 30 日8 月 24 日8 月 24 日

前回紹介した春からの角の成長と比べると、初夏～秋にかけては大きさの変化はだんだんと弱くなり、

「袋角」の皮膚がしおれて「枯れ角」へと変化していきます。皮膚が破れてくると、角は完成です。

前回紹介した春からの角の成長と比べると、初夏～秋にかけては大きさの変化はだんだんと弱くなり、

「袋角」の皮膚がしおれて「枯れ角」へと変化していきます。皮膚が破れてくると、角は完成です。

角は短くなりましたが、この角を

木に擦ったり、飼育員に突撃したり

して角の形は変化します。こちらは、

また春号でお伝えします。

完成！完成！ごつごつしてきた。ごつごつしてきた。つるつるしている。つるつるしている。

まえあしで　つちを

おす

まえあしで　つちを

おす

ほったつちは　あしで 　けって

うしろへ　とばす

ほったつちは　あしで 　けって

うしろへ　とばす

はなさきで　つちを

かためる

はなさきで　つちを

かためる

つんつん

つんつん

ずずずーずずずー

つんつん

みんなで　つちのかべや

やまを　つくる

みんなで　つちのかべや

やまを　つくる

しゃっしゃっしゃっしゃっ

きょうも

みんなで すなやまを

つくるぞー！

わーっわーっ

わーっわーっ

ぷれーりーどっぐの すなあそびのやりかた を みてみよう！

４

このなかに

いしがまざって

いるけど…

くちびるで
よけながら、
じょうずに
たべれたよ～！

じょうずにうごかして

　たべたいものを

　　えらんでたべれる。

じょうずにうごかして

　たべたいものを

　　えらんでたべれる。

東公園動物園に来て、竹筒の使い方を学びました。最初はわからなくて

見ているだけだったけど少しずつ段階的に使い方を覚えていきました。

※竹筒には穴が開いていて転がすとエサが出てきます。

ヒトコブラクダのヒトミさんが 7 月 19 日に東公園動物園にやって来て、夏が過ぎ、

秋が過ぎ、冬になりました。

ここでは飼育員が発見したヒトミさんの一面を紹介します。

「ヒトミさん」と呼ぶより「ひーさ

ん」と呼んだ方が反応してくれま

す。顔だけ向けじっとして、少し

するとエサ頂戴と寄ってきます。

夏は部屋にいることが多かったで

す。運動場に出てもすぐ部屋に戻

り、暑いのは嫌いなようです。

来て数日は緊張して部屋に入れな

かったのですが、ある日ラマたち

が部屋に戻ると追いかけるように

して自分の部屋に入れました。

東公園に着いてすぐ、飼育員から

手渡しのエサを食べちゃう程、食

いしん坊なひーさん。

じょうずになったねー！じょうずになったねー！

なにこれ。なにこれ。

ラクダさんも、暑いものは暑い。ラクダさんも、暑いものは暑い。

ウェルカムごはん。ウェルカムごはん。 呼び方は大事よね！呼び方は大事よね！ ひーさんはラマが好き？ひーさんはラマが好き？

エントリー N o . 2エントリー N o . 2 ウマ【奇蹄目ウマ科】ウマ【奇蹄目ウマ科】
き  てい もくき  てい もく かか

うごくよ！うごくよ！

「うえのは」と

　「したのは」で、

　　くさをちぎってたべるよ。

「うえのは」と

　「したのは」で、

　　くさをちぎってたべるよ。
次回は、ゾウさんとくらべてみよう！次回は、ゾウさんとくらべてみよう！
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　　くさをちぎってたべるよ。
次回は、ゾウさんとくらべてみよう！次回は、ゾウさんとくらべてみよう！



６

東京の江戸川区自然動物園からコモンリスザルの

女の子たちが仲間入りしました～。そしてお名前が、、、

東京の江戸川区自然動物園からコモンリスザルの

女の子たちが仲間入りしました～。そしてお名前が、、、

きんちゃん　
（2019/8/18 生まれ）

人見知りだけど
慣れるとぐいぐいタイプ？

ぎんちゃん　
（2020/6/18 生まれ）

ちょっぴり怖がり

「きんちゃん」と「ぎんちゃん」です！

「びみょ～」とか「今ドキ感ない」なんて言わないでくださいね…。2021 年はオリンピック、パ

ラリンピックの年でもあり、メダルの色と、ご長寿で有名な「きんさん」「ぎんさん」のように長

生きしてほしいという意味で名づけました！

きんちゃん、ぎんちゃんは他の子たちより顔が白っぽく、体が小さいのが見分けるポイント

です！好奇心と食欲旺盛で、これからまだまだ成長する２頭に大注目です！

リスザルに新個体が仲間入り！リスザルに新個体が仲間入り！

富山県の富山市ファミリーパークから、

ニホンジカの１歳の男の子が仲間入りです！

富山県の富山市ファミリーパークから、

ニホンジカの１歳の男の子が仲間入りです！

その名も「セイゴ」くん！写真からは緊張の様子が伝わってきますね。

まだまだ若いセイゴくんですが、彼には東公園動物園の新たな仲間として、

そしてニホンジカのメスたちの結婚相手になって欲しいと思います。

また、東公園動物園にはダニエルくんという強いオスがいますが、

ダニエルくんに勝る立派なオスに育ってね！

ニホンジカに新個体が仲間入り！ニホンジカに新個体が仲間入り！

令和３年９月１日～令和３年１１月３０日

10/1 ～ 10/31

遠足

フォトコンテスト作品募集

9/2、30

10/1、5、6、7、8、12、14、15、20、21、22、28、29

11/2、4、5、9、11、18、25、26

取材 ９/1（メーテレ）　9/13（FM「EGAO」） 　9/26、29、30（東海テレビ）

10/4（チャンネルおかざき）　10/8（FM「EGAO」）

11/6（CBC）

1 ～ 3 月は、

このようなイベントを予定して

いますが、新型コロナウイルス

の感染状況によって中止する場

合があります。

動物飼育数
哺乳類
鳥　類
爬虫類
合　計

種　　　点
種　　　点
種　　　点
種　　　点

16
12

3
31

140
44

4
188

（令和3年11月30日現在）

岡崎市
岡崎市動物総合センター
（岡崎市東公園動物園）
岡崎市欠町字大山田１番地
展示
１９保生第２９３－１号
平成１９年５月１７日
令和４年５月１６日
鈴木　政昭

氏名又は名称
事業所の名称

事業所の所在地
第一種動物取扱業の種別
登 録 番 号
登 録 年 月 日
有効期間の末日
動物取扱責任者

【第一種動物取扱業者標識】

１３日（日）

２０日（日）

・ゾウさんのうんちで紙作り（上級編）

・モルモットの魅力を伝えよう

４日（火）

４日（火）～３０日（日）

２３日（日）

・新年を祝う会

・フォトコンテスト作品展

・くらべてみよう！

２７日（日） ・外来種問題について学ぼう（初級編）


