
 

第 2146 横浜港南ロータリークラブ週報 

2018．12．5．[水] 第 2377回例会報告 

 

◎司 会           阿曽輝彦 SAA委員長 

◎ロータリーソング        『R-O-T-A-R-Y』 

◎ソングリーダー       細井順子合唱委員 

◎ゲスト ・横浜市立金沢動物園園長  

原 久美子様 

      ・青少年交換留学生  キャミアさん 

 

◎出席報告           飯島直人出席委員 

会 員 数 

                    

出 席 者     

数                     

出席率 前回 

修正率 

前月 

平均率 

35(7)名 27(7)名 84.3% 96.9%  94.4% 

（  ）内は出席免除会員数 

前月ホーム出席率１００％ 

青柳民朗会員 阿曽輝彦会員 飯島直人会員  

市川敏明会員 上杉順一会員 大井和子会員 

大橋三郎会員 小後摩重正会員 坂巻照代会員 

佐々部宣宏会員 高森政雄会員 豊場建伍会員 

橋浦重己会員 福嶋昭会員 宮下賢会員 １５名 

◎親睦委員会(今週のお祝い) 瀧文博親睦委員 

＊会員誕生日祝 

市川敏明会員(８日)・北見丈治会員(１０日)・ 

福嶋浩之会員(18日) 

 ニコニコボックス本日合計 ３０，０００円 

ニコニコボックス 累 計 ５６６，０００円 

 

◎米山チャリティボックス  

上杉順一米山記念奨学委員 

上杉順一会員 海野俊彦会員 小後摩重正会員 

大井和子会員 坂巻照代会員 佐々部宣宏会員 

民谷佳子会員 根本雄一会員 橋浦重己会員 

細井順子会員 福嶋昭会員 宮下賢会員 １２名 

米山ﾁｬﾘﾃｨﾎﾞｯｸｽ本日合計 １２，０００円 

米山チャリティボックス累計 １１８，０００円    

 

◎会長報告           

① 理事会の報告を致します。 

・ 下記の通りプログラムを変更します。 

  １月２３日(水)休会 

  １月３０日(水)１８：３０～新年夜間例会 



・ ＩＭは３月６日(水)に設定されました。例会当日の為、

出席義務扱いに致します。 

・ 事務局のプリンターが壊れた為、新しく購入しま

す。 

・ レターケースも壊れていますので、キャスターを付

けて下さる方がいらしたら、是非お願いします。 

② 青少年交換留学生のキャミアさんに奨学金をお渡

しします。 

③ １２月５日は国際ボランティアデーです。 

東京オリンピックでボランティアを募集しています。

興味のある方は１２月１２日が締め切りです。 

 

◎幹事報告 

なし 

 

◎委員会報告  

①会報委員会               大橋三郎委員長 

 第 2145号週報について訂正をお願いします。 

 Ｐ1右側６行目 米山チャリティボックス累計金額 

 １０６，０００円 (正)    １５６，０００円 (誤) 

②創立 50周年実行委員会  山野井正郎実行委員長 

 本日６時半から『宅建南部支部』にて５０周年実行委

員会を行いますので皆さん宜しくお願い致します。 

③親睦委員会              海野俊彦委員長 

 １２月１９日のクリスマス家族例会について、現在６０

名近くの参加予定です。食物アレルギーがある方は

対応させて頂きますのでお知らせ下さい。 

 

◎宮下会長より原様のご紹介 

 横浜市の職員（動物職）になられて、飼育係をされて

いたそうです。平成２４年から金沢動物園の園長とし

てご活躍されています。 

 

◎『動物園のお話』   

金沢動物園園長 原久美子様 

 

 

 

 

 

 

皆さんこんにちは。皆さん動物園にいらしたことはあ

りますか。若い方は小さい頃、親に連れられてという方

や、遠足で来たことがある方などいらっしゃると思いま

す。 

家族でお孫さんと一緒にとか、デートで来る方など、 

５回位は来たことがあるのではないかと思います。動物

園としてはもっと沢山来て頂きたいと思って仕事をして

います。今日は自己紹介と動物園がどのような施設な

のか、そして、横浜市の動物園の活動についてもお話

したいと思います。 

 私は横浜市の動物職という職種に就くことが出来まし

た。小さい頃はペットを飼うというより、鎌倉で育ったの

で、身近な生き物に接することが多かったのです。動物

の事を勉強したかったので、学生時代は『オラウータン

の知的行動の研究』と題して、オラウータンがどれだけ

いろいろなことが出来るのかを勉強していました。私が

研究したオラウータンは頭がよくて、水の中にＴシャツを

つけては絞ってみたり、着てみたりしていました。世界

最高齢で推定年齢６２歳、一昨年まで生きていました。

その後は『チンパンジーの道具研究』について研究しま

した。類人猿は人間に一番近い動物ですが、類人猿の

段階で、どれだけのことがどのような過程で出来るのか

を研究していました。 

 当時は動物を飼育することがメインになっていた時代

で、男性の職場でした。横浜市では動物園で仕事をす

る技術職の採用があり、運良く採用して頂きました。 



動物園に入ってから、本当は類人猿をやりたかったの

ですが、類人猿の担当は男性がやるものだという時代

で、私は鳥を担当しました。鳥といっても繊細な仕事で

す。担当は選べませんので、カモやトキの仲間、世界

の鳥類の担当をしました。一番長く担当したのはニュー

カレドニアのカグ―という鳥です。これは野毛山動物園

に寄贈されてしばらく担当していました。 

 動物園は生きた資料を扱う自然科学系の博物館とい

う位置づけがあります。博物館の機能としては、資料の

収集・保存保管・教育普及・資料に関する調査研究と

言われています。これを動物園に当てはめると、動物

園の施設が浮き出てくると思います。こういった資料を

一般に公開し、利用者の教養、調査研究、レクレーショ

ン等をするための事業を行う。これが博物館の役割と

言われていますが、この中の資料が生きた動物である

のが、動物園の特色ある部分です。美術品であれば、

湿度や照度が施設で揃っていれば保存できますが、動

物は非常に厄介です。動物は生きていますので死にま

す。育てていく、増やしていくのが動物園の役割です。 

 動物園は紀元前１０００年位から、中国の皇帝やエジ

プトの王様が、権利や支配を象徴するために動物を集

めて飼っていました。これが原始動物園のはじまりです。

これを一般の人に見せ物的に見せるメナジェリーという

施設が出てきました。場合によっては、巡回動物園の

ように、移動させて見せて回るという時代もありました。 

 近代動物園としては、ダーウインの『種の起源』や動

物学といった学問として、動物を見るという時代に入っ

てくると、近代動物園のはじまりとなります。 

動物園を Zoo と言いますが、Zoo という名前は、ロン

ドン動物園を指す固有名詞だったそうです。本当は

Zoological  Garden が英語で使われていますが、

Zoological は動物学となりますので、動物学園という名

前が付いていれば、もう少し動物園のイメージが学問

的な意味合いを示すものであったと思いますが、一般

的に日本では動物園と呼ばれています。 

 日本で動物園という言葉を最初に言ったのは、福沢

諭吉先生です。昔、動物園を指す言葉は、鳥畜館、動

物館等ありましたが、福沢先生の西洋事情という書物

に、ヨーローッパを周られた時に動物園がありましたと

書かれているのが動物園の起源です。 

日本動物園水族館協会に所属している動物園が 91

ほどあります。これには審査があり、動物たちが良い状

態で飼われているか、お客様に展示出来るようになっ

ているか等、いくつか審査項目があり、それに合格した

動物園が会員として登録されています。動物園には法

的なものがありませんので、自分が動物園をやってい

ると言えば、動物園だと名乗れてしまうのが実態です。

協会に所属している動物園は、一定のレベルの動物園

であると考えて良いと思います。 

動物園の役割としては、皆さんに楽しく学んで頂く、

動物たちを守る、種の保存、野生の状態ではわからな

いので、飼育課で調べたり出来ます。 

横浜市には３つ動物園があります。 

一番古いのは野毛山動物園です。檻中心の動物園

で、子供が動物と触れ合いをする仲良し広場がある動

物園です。 

 金沢動物園は横浜の森に繋がる動物園です。地域

の生き物を感じて頂ける動物園になって欲しいと思って

います。無柵放養式です。カピバラは２時半になるとお

湯を貯めます。そのお湯に浸かっているカピバラを見る

ことが出来るのは冬の見どころです。オス象は牙が世

界最大級ではないかと思うほど長い立派な象がいます。

そして、コアラを飼育しています。又、お客様に入っても

らえるようにカンガルーの展示場を改装しました。オカ

ピもいますし、クロサイやキリンなど大型の草食動物も

います。そして、みやまクワガタや赤ガエルなど、地域



の生き物の紹介と保全もしています。 

 次に、ズーラシアです。日本を代表して世界一周旅行

が出来るような動物園です。生息環境展示で野生の動

物を見ることを考えた設計になっています。サバンナゾ

ーンはシマウマやチーターなどの混合展示をしていま

す。ナイト動物園も行っており、ゴールデンウイークに

は羊の毛刈りも行います。遠足で来る皆さんには角の

お話をしたり、来年は大人向きのイノシシのセミナーも

あります。 

密輸された動物が警察に没収されても、警察では飼

い続ける事が出来ません。例えば、爬虫類の飼育が得

意な野毛山動物園にサキリクガメが収容されました。

横浜市内ではいろいろな野生動物が保護されます。 

幼獣や幼鳥など傷病鳥獣や疥癬症にかかった狸も保

護します。サーモグラフィーを使って調査や研究もしま

す。国内外のいろいろな地域の動物園と協力関係を持

ちながら動物を増やして飼育しています。 

 動物との出会いをきっかけに、生き物の素晴らしさ、

大切さを感じて頂き、知らず知らずのうちに、環境保全

のための行動や、取り組みに繋がっていくことを願いな

がら日々仕事をしております。 

駆け足になりましたが、今日はこれで終わります。 

本日は有難うございました。 

 

◎ニコニコボックス        瀧文博親睦委員 

宮下賢会長 

  金沢動物園園長原久美子様本日はようこそいらっし

ゃいました。卓話を楽しみにしております。 

  青少年交換留学生のキャミアさんようこそいらっしゃ

いました。 

大井和子幹事 天野憲二会員 佐々部宣宏会員 

上杉順一会員 細井順子会員 小後摩重正会員 

飯島直人会員 山野井正郎会員 

  金沢動物園園長原久美子様ようこそいらっしゃいま

した。 

瀧文博会員 

  金沢動物園園長原久美子様キャミアさんようこそい

らっしゃいました。 

前回欠席してしまいニガニガです。 

配偶者誕生日祝を頂きましてありがとうございまし

た。 

北見丈治会員  

  会員誕生日祝を頂きましてありがとうございます。 

市川敏明会員 

  金沢動物園園長原久美子様の卓話を楽しみにして

おります。 

  会員誕生日祝を頂きましてありがとうございました。

８２歳になりました。 

櫻井富雄会員 

  昨日横浜市長公舎にて、横浜商工会議所創業１５０

年会員企業顕彰を林市長より頂きました。１５０年

以上起業８社、１００年企業５社ありました。これか

らも精進してまいります。 

橋浦重己会員 海野俊彦会員 

  金沢動物園園長原久美子様本日の卓話有難うござ

います。期待しております。 

  青少年交換留学生のキャミアさんようこそいらっしゃ

いました。 

坂巻照代会員 

  冬の動物園の見どころが聞きたいです。とても楽し

みです。 

平山滋也会員 

  金沢動物園園長原久美子様ようこそいらっしゃいま

した。子供が小さい頃、あの大きなすべり台で良く

遊ばせて頂きました。 

高森政雄会員 

  次回１２月１２日の例会は会議の為に欠席致しま

す。 

 

◎次週の予定 

１２月１２日（水) 年次総会 

◎会報             坂巻照代会報委員 


