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姫路市立水族館はコロナ禍の影響による臨

時休館を経て6月1日から約3か月ぶりに一部内

容を変更して再開しました。

再開にあたって換気対策や入館する皆さん

の検温、連絡先の把握、館内の定期的な消毒

や手指消毒液の各所設置、ソーシャルディスタ

ンス確保のためのフロアマーク表示などの対策

をとっています。

その中で特に問題なのが館の魅力を左右す

る展示や解説ができなくなっている点です。毎

日開催していた餌を与えながらの生きものの解

説は全て中止しています。展示物の前のめくり

解説も全て撤去しました。さわって感じてもらう

生きもののレプリカやはく製も全て見るだけに

変更です。水中の音を聞いてもらうヘッドホンも

撤去しました。近年夏休み中の恒例にしていた

ガラルファによる足の角質の掃除「足湯」も取り

やめました。入館者が多い日には引き出し展示

やボタン式クイズも利用中止にしています。来館

していただいた皆さんには申し訳ない気持ちで

いっぱいです。全ての展示が再開できる状態に

なることを祈るばかりです。

そんな中、播磨灘から新たに5月には地元産

の数少ないカブトガニ2尾、6月にはアオウミガ

メ、8月にはアカウミガメが仲間入りしました。ま

た、同8月にはいつも皆さんが触れているタッチ

プールのアカエイが赤ちゃんを産んだほか、希少

になったダルマガエルの繁殖にも成功しました。

当分は感染対策を行いながら運営となります

が皆さんも健康に留意してお過ごしください。

（籭　善之）
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ヒバゴンの肖像画（手前）とリュウグウノツカイの
剥製（鳥取県立博物館所蔵）

ツチノコやヒバゴンを展示した第1会場

ツチノコの模型（萩博物館所蔵）

「人魚の骸骨」（湯本豪一記念日本妖怪博物館
（三次もののけミュージアム）所蔵）

「へんてこ生物」を展示した第2会場

ジンメンカメムシの標本（伊丹市昆虫館所蔵）

大渕希郷さんによる「へんてこ生物のトークショー」

はくせい

令和2年（2020年）1月18日～5月10日にかけ

て、企画展「UMAとへんてこ生物」を開催しまし

た。新型コロナウイルスの影響で3月5日以降臨

時休館となり、再開することはできませんでした

が、開催期間中は各地からたくさんのUMAファ

ンの方々にご来場いただきました。

「UMA（ユーマ）」と「へんてこ生物」は、どちら

も私たちの想像を超えた存在です。その奥底に

は、私たちの自然や生きものに対する『思い』が

あるのではないか、そう考えて今回の企画を立

案しました。謎に包まれたUMAは、ときにミステ

リアスに紹介されることもありますが、この企画

展では、できるだけ資料を展示し、現地で取材

した内容も紹介することを心掛けました。

第1会場では、日本各地に云い伝わるUMA

を、貴重な資料とともに紹介しました。　　

幻の蛇とも呼ばれている「ツチノコ」は、1950

年代以降各地で目撃情報が相次ぎ、「ツチノコ

捜索隊」も結成されるなどブームとなりました。

当時の兵庫県宍粟郡千種町（現宍粟市）では、

生け捕り個体に2億円もの懸賞金がかけられた

そうです。

「ヒバゴン」は、1970年代に広島県を中心に目

撃された謎の類人猿です（表紙写真）。見た目

は気が荒そうに見えますが、人を襲ったりするこ

とはなかったそうです。私たちは、実際にヒバゴ

ンが目撃されたという広島県庄原市西城町を

訪れました。そこは霧が立ち込める山深い場所

でした。ヒバゴンの存在について当初は懐疑的

でしたが、現地で取材をするにつれて、やはり昔

『何か』がそこにいたのは間違いないと感じるよ

うになりました。目撃証言をもとに描かれた「ヒバ

ゴンの肖像画」は、現存する貴重な資料のひと

つで、実際に見るとその迫力に圧倒されました。

展示には実物を撮影した写真を使用しました。

最も身近なUMAは「人魚」ではないでしょう

か。そのモデルのひとつがリュウグウノツカイとい

われています。会場には全長2.66mの鮮やか

な実物の剥製を展示しました。さて、「人魚」とい

うと、半身半魚の西洋のマーメイドを想像します

が、昔の日本人が想像する人魚は少し違ったも

のでした。そのひとつの形が、魔除けとして作ら

れた『人魚のミイラ』です。

この企画展では、人魚のミイラとして「人魚の

骸骨」を展示しました。江戸時代以降に作られ

たもので、サルの仲間の頭蓋骨に魚の胴体と尾

を接合して作られています。神秘的な人魚とあ

まりにもかけ離れた姿だったため、大きな反響

がありました。

第2会場では、へんな姿かたち、へんな名前、

へんな生態など、「へん」な生きものを紹介しまし

た。「へん」な特徴をユーモラスに描いた職員の

イラストも各所に展示して、面白くて楽しい会場

になりました。へんな姿かたちの生きものでは

「ジンメンカメムシ」の標本を展示しました。模様

をよく見ると、喜怒哀楽いろんな表情があり、私

たちを楽しませてくれました。へんな名前の生き

ものでは、「アホロートル」（別名ウーパールーパ

ー）を展示し、かわいいと大人気でした。

2月11日、動物科学コミュニケーターの大渕

希郷さんによる「へんてこ生物のトークショー」を

開催しました。子供から大人まで150名を超える

方々にご参加いただき、へんてこ生物の人気ぶ

りを実感しました。

今回の企画展では、来場者の皆さんにアン

ケートのご協力をお願いしました。その結果、最

も印象に残ったのは、UMAではヒバゴン、へん

てこ生物ではクリオネでした。やはりヒバゴンの

インパクトが強かったようです。

今回の企画を立案するにあたり、『UMAって

本当にいるの？』と正直半信半疑でした。しか

し、現地での取材や文献を調べていくうちに、

『やはりいたんだ！』という確信に変わりました。

この気持ちの変化は、思ってもいない貴重な経

験でした。今回の企画展をご覧になった皆さん

も、何かを感じ、新たな発見をしていただけたな

らうれしく思います。　　　　　　　　　（竹田正義）

かい ぎ

き ど あい らく

まさ と

企画展「ＵＭＡとへんてこ生物」を開催しました

なぜ「UMA」と「へんてこ生物」？

｢UMA」コーナーの第1会場
｢へんてこ生物」コーナーの第2会場

へんてこ生物のトークショー

企画展「UMAとへんてこ生物」を終えて･･･
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て、企画展「UMAとへんてこ生物」を開催しまし

た。新型コロナウイルスの影響で3月5日以降臨

時休館となり、再開することはできませんでした

が、開催期間中は各地からたくさんのUMAファ

ンの方々にご来場いただきました。

「UMA（ユーマ）」と「へんてこ生物」は、どちら

も私たちの想像を超えた存在です。その奥底に

は、私たちの自然や生きものに対する『思い』が

あるのではないか、そう考えて今回の企画を立

案しました。謎に包まれたUMAは、ときにミステ

リアスに紹介されることもありますが、この企画

展では、できるだけ資料を展示し、現地で取材

した内容も紹介することを心掛けました。

第1会場では、日本各地に云い伝わるUMA

を、貴重な資料とともに紹介しました。　　

幻の蛇とも呼ばれている「ツチノコ」は、1950

年代以降各地で目撃情報が相次ぎ、「ツチノコ

捜索隊」も結成されるなどブームとなりました。

当時の兵庫県宍粟郡千種町（現宍粟市）では、

生け捕り個体に2億円もの懸賞金がかけられた

そうです。

「ヒバゴン」は、1970年代に広島県を中心に目

撃された謎の類人猿です（表紙写真）。見た目

は気が荒そうに見えますが、人を襲ったりするこ

とはなかったそうです。私たちは、実際にヒバゴ

ンが目撃されたという広島県庄原市西城町を

訪れました。そこは霧が立ち込める山深い場所

でした。ヒバゴンの存在について当初は懐疑的

でしたが、現地で取材をするにつれて、やはり昔

『何か』がそこにいたのは間違いないと感じるよ

うになりました。目撃証言をもとに描かれた「ヒバ

ゴンの肖像画」は、現存する貴重な資料のひと

つで、実際に見るとその迫力に圧倒されました。

展示には実物を撮影した写真を使用しました。

最も身近なUMAは「人魚」ではないでしょう

か。そのモデルのひとつがリュウグウノツカイとい

われています。会場には全長2.66mの鮮やか

な実物の剥製を展示しました。さて、「人魚」とい

うと、半身半魚の西洋のマーメイドを想像します

が、昔の日本人が想像する人魚は少し違ったも

のでした。そのひとつの形が、魔除けとして作ら

れた『人魚のミイラ』です。

この企画展では、人魚のミイラとして「人魚の

骸骨」を展示しました。江戸時代以降に作られ

たもので、サルの仲間の頭蓋骨に魚の胴体と尾

を接合して作られています。神秘的な人魚とあ

まりにもかけ離れた姿だったため、大きな反響

がありました。

第2会場では、へんな姿かたち、へんな名前、

へんな生態など、「へん」な生きものを紹介しまし
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たちを楽しませてくれました。へんな名前の生き

ものでは、「アホロートル」（別名ウーパールーパ

ー）を展示し、かわいいと大人気でした。

2月11日、動物科学コミュニケーターの大渕

希郷さんによる「へんてこ生物のトークショー」を

開催しました。子供から大人まで150名を超える

方々にご参加いただき、へんてこ生物の人気ぶ

りを実感しました。

今回の企画展では、来場者の皆さんにアン

ケートのご協力をお願いしました。その結果、最

も印象に残ったのは、UMAではヒバゴン、へん

てこ生物ではクリオネでした。やはりヒバゴンの

インパクトが強かったようです。

今回の企画を立案するにあたり、『UMAって

本当にいるの？』と正直半信半疑でした。しか

し、現地での取材や文献を調べていくうちに、

『やはりいたんだ！』という確信に変わりました。
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験でした。今回の企画展をご覧になった皆さん

も、何かを感じ、新たな発見をしていただけたな
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絶滅危惧種のナゴヤダルマガエル

初めての産卵を確認（粒粒が卵）

カエルになったばかりの幼体（子ガエル）

密にならないように人数制限するためのマークを標示入口に検温消毒・連絡先記載スペースを設置

ハンズオン展示のタッチ禁止と掲示手を入れる穴を2つ飛ばしに

ナゴヤダルマガエルは、本州の一部（近畿地

方中部、山陽地方東部など）と四国の一部に分

布します。体長は5㎝～6㎝ほどで、体形が『ず

んぐり』しているのが名前の由来です。見た目は

トノサマガエルによく似ていますが、本種は背中

の黒い斑紋が丸く大きいことや、後ろ肢が短い

ことで区別できます。また、鳴き声もトノサマガエ

ルのような立派な鳴き声ではなく、『グ、ゲゲゲゲ

……』と、少し控え目です。

本種は、かつて兵庫県南部の播磨地方の各

地に生息していましたが、現在の生息地はわず

か2か所、県下でも数か所だけです。このため、

兵庫県レッドリストでは「Aランク」、環境省レッドリ

ストでも「絶滅危惧ⅠB類」に指定されていて、最

も保護が必要なカエルです。

姫路市立水族館では、1990年代から野外

調査を行い、2015年から繁殖に向けた取り組

みを進めてきました。それから5年、ようやく繁殖

に成功しました。ナゴヤダルマガエルの繁殖は、

全国の水族館で初めてです。

2020年6月14日朝、屋外の水槽で、たくさん

の卵を確認しました。念願の初産卵です。私は

思わず「よーしっ！」とガッツポーズで喜びまし

た。これまでずっと産卵まであと一歩のところだ

ったので、今までの努力がようやく報われた瞬間

でした。

今回繁殖に成功した要因のひとつは、オスの

繁殖行動が活発だったことです。冬を土の中で

過ごした成体約20匹を、4月に屋外の広い水槽

に移しました。すると、オスが「なわばり」をもつよ

うになり、積極的に鳴くようになりました。このこと

がメスとの交尾、産卵を誘発したと考えられま

す。もうひとつの要因は、産卵の前日～産卵日の

早朝にかけてまとまった量の雨が降ったことで

す。このように、飼育環境と個体の状態、そして

自然条件がうまく重なり、繁殖につながったのだ

と思います。

卵からはたくさんの幼生（オタマジャクシ）が

生まれました。しかし、どんな餌を与えたらいい

のか分かりません。他の種類のカエルの場合、

幼生は田んぼの泥や水草の表面をよくついば

んでいます。そこで、このことをヒントに、人工餌

料やゆがいたホウレンソウなど、いろんな種類

の餌を与えてみました。これがうまくいき、次々に

手足が出て、200匹以上が幼体（子ガエル）に変

態しました。

次の目標は、これらの個体を育てて繁殖さ

せ、2世代目の個体を得ることです。この『累代

繁殖』ができれば、本種の保全への道筋が見

えてくると思います。これからも努力を重ねなが

ら、水族館におけるカエルの保全に寄与してい

きたいと考えています。　　　　　　　（竹田正義）

全国的に感染拡大した新型コロナウイルス

は令和2年9月現在においても、まだ人々の暮ら

しに様々な影響を与えています。当館では国、

県、市ほか関係機関からの対策指針をもとに

感染拡大防止対策を進めてきました。令和2年

3月5日から休館を余儀なくされ、営業再開に向

けて、多くの対策を実施しましたので、以下に主

なものを記します。

①館外の数か所に休館期間を掲示。

②館内の出入口等に、入館時の注意事項や入

館手順内容を大きく掲示。

③展示備品類への手での接触を禁止し、各所

にソーシャルディスタンス確保を掲示。

④職員に感染者が出た際の業務対応の検討。

⑤毎日、館内、執務室をアルコールで消毒。

さらに令和2年6月1日から営業を再開したの

ですが、その後の主な対策は次のとおりです。

①手指消毒用のアルコールを各所に設置し、マ

スク着用もしくは咳エチケットを徹底。

②非接触型温度計による来館者の検温およ

び、連絡先提出や兵庫県新型コロナウイルス

追跡システムへの登録の呼びかけ。

③毎日、定期的にアルコールによる館内および

執務室の消毒を実施。

④来館者と接触するエリアでの職員のマスク着

用を徹底。

⑤3密を避けるために、エサやりショーや館内イ

ベントを中止。

⑥換気強化を図るため各所ドアを開放。

⑦館内放送や音声ガイドによる、感染防止対

策への協力のお願い。

今後もWITHコロナの時代を見据えた活動

や対応を検討して参りたいと思います。

（長久　健）

ナゴヤダルマガエルの繁殖に成功しました 新型コロナウイルス
感染拡大防止対策について
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①手指消毒用のアルコールを各所に設置し、マ

スク着用もしくは咳エチケットを徹底。

②非接触型温度計による来館者の検温およ

び、連絡先提出や兵庫県新型コロナウイルス

追跡システムへの登録の呼びかけ。

③毎日、定期的にアルコールによる館内および

執務室の消毒を実施。

④来館者と接触するエリアでの職員のマスク着

用を徹底。

⑤3密を避けるために、エサやりショーや館内イ

ベントを中止。

⑥換気強化を図るため各所ドアを開放。

⑦館内放送や音声ガイドによる、感染防止対

策への協力のお願い。

今後もWITHコロナの時代を見据えた活動

や対応を検討して参りたいと思います。
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水槽の掃除や水換え

アクアラボ（淡水ガメの話）

ペンギンにエサを与える様子

大好物のカボチャを食べるヌートリア

リクガメの給餌

コオロギのお世話

ウミガメにエサを与える様子

担当水槽の水換えや掃除

9時40分ごろからひめすい生まれ

のタガメのお世話です。食べ終わった

エサを捨て、新しいエサをあげます。

たくさんのタガメがいるので意外と時

間がかかるんです。

その後はみなさんから見えない裏

側の水槽の掃除や水換えです。一気

に10本ほどの水槽をしっかり掃除し

ていきます。

アクアラボはみなさんに生きものの

魅力を伝えられる時間です。季節や

その日に担当する飼 育員でそれ ぞ

れ、ヘビやカメ、カエルなど話のテー

マが違うので、いろんな生きものを知

ることができますよ。

新館

10時になると、ペンギンたちにエサ

を与えます。ただ与えるだけでなく、全

羽がちゃんと食べられているか、いつ

もと違う様子はないかなども同時に

チェックしています。

11時からはヌートリアのエサの時

間です。当館で飼育している2匹とも

カボチャが大好物なようで、与えると

すぐになくなります。前あしでエサをつ

かんで食べる様子が可愛いですよ！

その後、各担当水槽の生きものた

ちにエサを与えます。お客様から見え

ないバックヤードの生きものにも給餌

して、食いつきなどを観察します。

本館

午
　
　
　
　
　
前

～12時からは飼育員のエサの時間～

まず出勤したらいつもと変わった様子がないか（病気になっている生きものはいない

か、水槽は汚れていないかなど）館内の見まわりをして、お客様を迎えるために水族館を

開ける準備をしていきます。準備が終わったら、その日に行う作業の報告などをするために

全員でミーティングをします。

｢水族館の飼育員って生きものにエサを与える（給餌）ほかにいったい何をしているの？｣ 

そんな疑問に答えるべく、飼育員の1日を新館と本館それぞれ時間を追って見ていきま

しょう！

13時からは朝と同じように館内の

見まわりから始めます。

13時30分からはリクガメ（ケヅメリク

ガメ）のエサの時間。リクとゴンが食べ

る野菜は、それぞれ食べやすいよう

に切り方が少しちがうんですよ。

新館にはたくさんのトカゲやカエル

がいます。それぞれ口の大きさが違う

ので、エサにはいろんな大きさのコオ

ロギが必要です。ひめすいには、コオ

ロギを飼育するための専用の部屋が

あります。ここだけの話ですが、実は

コオロギのフンや残ったエサの臭い

に耐えながら30分～1時間くらい作

業しています。

そろそろ水族館も終わりの時間で

す。リクガメの部屋の掃除や魚たちに

エサをあげて最後にもう一度館内の

見まわりをします。

13時から本日2回目の見回りをし、

午前中に与えたエサが残っている場

合は回収していきます。

14時になると、ウミガメたちにエサを

与えます。食欲旺盛、元気いっぱい

のウミガメたちに水をかけられることも

しばしば…（笑）

解説ショーなどの合間に、自分の

担当水槽の水換えや掃除を行いま

す。水槽のガラス面を掃除したり、レイ

アウトに使っている石や砂も洗ったり

してキレイにします。

16時過ぎからは本日3回目の見ま

わりです。この見まわりでは生きものを

チェックするだけでなく、その日に作

業した水槽の機 械は正常に動いて

い る か など も 特 に注 意 深 く 確 認 し

ます。

午
　
　
　
　
　
後

17時からは夕方のミーティングがあり、作業したことや生きものの状況などを

報告します。その後、日誌を記入して終了です。

※新型コロナウイルス感染防止のため、2020年6月1日よりアクアラボ・エサやり解説・一部のハンズオン展示
は中止しております。

飼育員の1日はいかがでしたか？流れを大まかに書きましたが、ほかにも解説板を書い

たり、ブログで生きものやひめすいについて紹介したり、採集に出かけたりと書ききれない

ことがいっぱいあります！これからも遊びに来るみなさんのために、ドキドキや発見のある

水族館を目指しますね☆ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（垣こころ・三木　碧）

飼育員の1日

おう せい
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大好物のカボチャを食べるヌートリア
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ウミガメにエサを与える様子

担当水槽の水換えや掃除

9時40分ごろからひめすい生まれ

のタガメのお世話です。食べ終わった

エサを捨て、新しいエサをあげます。

たくさんのタガメがいるので意外と時

間がかかるんです。

その後はみなさんから見えない裏

側の水槽の掃除や水換えです。一気

に10本ほどの水槽をしっかり掃除し

ていきます。

アクアラボはみなさんに生きものの

魅力を伝えられる時間です。季節や

その日に担当する飼 育員でそれ ぞ

れ、ヘビやカメ、カエルなど話のテー

マが違うので、いろんな生きものを知

ることができますよ。

新館

10時になると、ペンギンたちにエサ

を与えます。ただ与えるだけでなく、全

羽がちゃんと食べられているか、いつ

もと違う様子はないかなども同時に

チェックしています。

11時からはヌートリアのエサの時

間です。当館で飼育している2匹とも

カボチャが大好物なようで、与えると

すぐになくなります。前あしでエサをつ

かんで食べる様子が可愛いですよ！

その後、各担当水槽の生きものた

ちにエサを与えます。お客様から見え

ないバックヤードの生きものにも給餌

して、食いつきなどを観察します。

本館

午
　
　
　
　
　
前

～12時からは飼育員のエサの時間～

まず出勤したらいつもと変わった様子がないか（病気になっている生きものはいない

か、水槽は汚れていないかなど）館内の見まわりをして、お客様を迎えるために水族館を

開ける準備をしていきます。準備が終わったら、その日に行う作業の報告などをするために

全員でミーティングをします。

｢水族館の飼育員って生きものにエサを与える（給餌）ほかにいったい何をしているの？｣ 

そんな疑問に答えるべく、飼育員の1日を新館と本館それぞれ時間を追って見ていきま

しょう！

13時からは朝と同じように館内の

見まわりから始めます。

13時30分からはリクガメ（ケヅメリク

ガメ）のエサの時間。リクとゴンが食べ

る野菜は、それぞれ食べやすいよう

に切り方が少しちがうんですよ。

新館にはたくさんのトカゲやカエル

がいます。それぞれ口の大きさが違う

ので、エサにはいろんな大きさのコオ

ロギが必要です。ひめすいには、コオ

ロギを飼育するための専用の部屋が

あります。ここだけの話ですが、実は

コオロギのフンや残ったエサの臭い

に耐えながら30分～1時間くらい作

業しています。

そろそろ水族館も終わりの時間で

す。リクガメの部屋の掃除や魚たちに

エサをあげて最後にもう一度館内の

見まわりをします。

13時から本日2回目の見回りをし、

午前中に与えたエサが残っている場

合は回収していきます。

14時になると、ウミガメたちにエサを

与えます。食欲旺盛、元気いっぱい

のウミガメたちに水をかけられることも

しばしば…（笑）

解説ショーなどの合間に、自分の

担当水槽の水換えや掃除を行いま

す。水槽のガラス面を掃除したり、レイ

アウトに使っている石や砂も洗ったり

してキレイにします。

16時過ぎからは本日3回目の見ま

わりです。この見まわりでは生きものを

チェックするだけでなく、その日に作

業した水槽の機 械は正常に動いて

い る か など も 特 に注 意 深 く 確 認 し

ます。

午
　
　
　
　
　
後

17時からは夕方のミーティングがあり、作業したことや生きものの状況などを

報告します。その後、日誌を記入して終了です。

※新型コロナウイルス感染防止のため、2020年6月1日よりアクアラボ・エサやり解説・一部のハンズオン展示
は中止しております。

飼育員の1日はいかがでしたか？流れを大まかに書きましたが、ほかにも解説板を書い

たり、ブログで生きものやひめすいについて紹介したり、採集に出かけたりと書ききれない

ことがいっぱいあります！これからも遊びに来るみなさんのために、ドキドキや発見のある

水族館を目指しますね☆ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（垣こころ・三木　碧）

飼育員の1日

おう せい
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〈目　次〉

企画展 「UMA とへんてこ生物」 を開催しました

ナゴヤダルマガエルの繁殖に成功しました

新型コロナウイルス感染拡大防止対策について

飼育員の 1 日

館長のツブヤキ

館誌抄　2020 年 4 月～ 2020 年 9 月

竹田正義････････  2

竹田正義････････  4

長久　 健････････  5

垣こころ・三木　碧････････  6

籭　 善之････････  8

････････  8

3/5～5/31　新型コロナ感染症拡大に伴う感染防止のため

　　　　　　　　臨時休館

4/16～5/22　緊急事態宣言発令に伴い職員の出勤制限

　　　　　  （在宅勤務等）

5/20 ヒトデ等水族採集（相生市）

5/21 市内水族採集、ため池調査

5/21 市内両生類採集

5/21 市内アマモ場採集

5/21 クラゲ採集（明石市）

5/22 干潟水族採集（相生市、赤穂市、たつの市）

5/29 市内アメンボ採集

5/30 カブトガニ混獲、搬入、展示

6/1 緊急事態宣言解除に伴い展示内容を変更して再開

6/2 市内ため池、河川調査

6/5 トビハゼ採集（赤穂市）

6/8 水生昆虫採集

6/9 ヒトデ等水族採集（相生市）

6/15 市内両生類等採集

6/18 市内淡水魚採集

6/24 アオウミガメ混獲、搬入

6/26 市内アメンボ採集

6/29 市内カエル採集

7/2 市内爬虫類採集

7/2 市内河川調査

7/4 市内陸生貝類採集

7/5 市内昆虫採集

7/10 兵庫県新型コロナ追跡システムの館内利用開始

7/12 タートルバンク（一般）

7/14～16日　アカウミガメ産卵調査（徳島県阿南市）

7/16 市内アメンボ採集

7/17 ヒトデ等水族採集（相生市）

7/21 干潟調査

7/23 市内淡水魚採集

7/23 市内昆虫採集

7/31 市内アメンボ採集

8/2 ナゴヤダルマガエル初繁殖に成功

8/5 ヒトデ等水族採集（相生市）

8/6 水生昆虫採集（宍粟市）

8/8 ヒトデ等水族採集（相生市）

8/9 市内アメンボ採集

8/14 市内爬虫類採集

8/20 市内ため池調査

8/21 市内淡水魚採集

8/22 市内爬虫類採集

8/29 ウミホタル夜間観察会（一般）

8/30 タートルバンク（サポーター）

9/5 市内河川調査

9/12 干潟観察会

9/11～15　高知大学生博物館実習

9/13 ウミホタル夜間観察会（サポーター対象）

9/15 市内淡水魚採集

9/16～21　近畿大学生博物館実習

9/17 トビハゼ・ヒトデ等採集（赤穂市・相生市）

9/19 市内淡水魚採集

9/21 敬老の日イベント

　　 （56歳のアオウミガメに野菜の花束プレゼント）

9/22 市内淡水魚採集

9/27 トビハゼ採集（赤穂市）

姫路市立水族館はコロナ禍の影響による臨

時休館を経て6月1日から約3か月ぶりに一部内

容を変更して再開しました。

再開にあたって換気対策や入館する皆さん

の検温、連絡先の把握、館内の定期的な消毒

や手指消毒液の各所設置、ソーシャルディスタ

ンス確保のためのフロアマーク表示などの対策

をとっています。

その中で特に問題なのが館の魅力を左右す

る展示や解説ができなくなっている点です。毎

日開催していた餌を与えながらの生きものの解

説は全て中止しています。展示物の前のめくり

解説も全て撤去しました。さわって感じてもらう

生きもののレプリカやはく製も全て見るだけに

変更です。水中の音を聞いてもらうヘッドホンも

撤去しました。近年夏休み中の恒例にしていた

ガラルファによる足の角質の掃除「足湯」も取り

やめました。入館者が多い日には引き出し展示

やボタン式クイズも利用中止にしています。来館

していただいた皆さんには申し訳ない気持ちで

いっぱいです。全ての展示が再開できる状態に

なることを祈るばかりです。

そんな中、播磨灘から新たに5月には地元産

の数少ないカブトガニ2尾、6月にはアオウミガ

メ、8月にはアカウミガメが仲間入りしました。ま

た、同8月にはいつも皆さんが触れているタッチ

プールのアカエイが赤ちゃんを産んだほか、希少

になったダルマガエルの繁殖にも成功しました。

当分は感染対策を行いながら運営となります

が皆さんも健康に留意してお過ごしください。

（籭　善之）
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