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宝塚動植物園見聞記

疋 田

東京が日本の大都会ならば，大限は

関西地方に於ける東京とも云われるだ

ろう。その大阪府の表玄関が国鉄の大

阪.駅なのである。ホームは15本以よあ

り，次から次え発着する電車，列車とそ

れに乗り降りする人の物凄い数には，

しばし唖然としてしまった。列車から

降りる人の波にまぢって地下道をくぐ

り，しばらく歩いて，ようやく大阪駅の

西口に出たが，サツパリ方角がわから

ない。一緒に出て来た人々は，それぞ

れ目的の方向に散らばって，ぼんやっ

している人は誰もいない。さて目的明白

である宝塚行きわどこからでるのか見

当つかないので，限だけキヨロキヨロ

動かさなければならなレ始末，丁度都

合よく，私の方に来る人があやので，

近づいてから「宝塚に行くには，どう

すればよいのですか'?Jと聞くと，そ

の人は，大阪駅の左手の大きな建物を

指差して，大阪弁よろしく「アソコに

見えるデパートの中や」と教えてくれ

た。教えられた通りに，往きかう車の

閣をぬって，大きい建物の方に行く

と，大見出しに‘阪急テパートミと書

いてある字が日に付く。中に入ると一

措の奥が阪急電鉄の梅田駅になってい

る事が初めてわかった。電車は10分お

き位にー発車するが，その度に多勢の人

が波の様に押しょせる。確か宝塚行き
は 2番ホームだったと思った。丁度発
事寸前だったのか，乗るや否や発事し
た。しばらく神戸の方向え，しかもデ
ノ4ートの 4， 5階位の高い処を時速70

裕 薙

手干のスピードで突走る。間もiムく有・名

な淀川を渡り，その辺から山手にカー

ブする。 王手窓からは，未だ 4月と云う

のに，青々と伸びた麦畑が続き，その

志ちこちに家々が散ばって如何にも長

閑な風景が眺められた。丁度札幌~余

市f立の距離を，僅か40分で走ってしま

うのだから全く爽快である。宝塚駅は

締麗な田舎の釈と云う感じで，三方山

に包まれているこの町は静かな如何に

も六阪商人の避暑地と云うに充分なよ

い処であった。馬Rから約日分で宝塚動

植物園の入口に到る。折しも日曜日と

あって， レクリエーシヨンとしゃれた

連中，家族連れで、相当弘人出であった。

後で聞いた誌だが，この人出わザツト

6万位との事で，大阪神戸から電車を

臨時増発したほどとの事であった。動

植物園の入口とし、っても名ばかり，札

幌円山動物園のそれにわ這かに及ぱな

し、。「占が立:1(:ぶ道路の割lに簡単な小

屋があって，そこで入場券を買う o 50 

円を払うと動防閣と植物園を見ること

は出来ても，歌劇jを見たり，遊園地の

色々のショウを見るにも，食べたりす

ろには別に料金をいただくと云う仕組

みになっていて，初めに考えたよりお

金がかかるわけだ。この様な傾向は最
近何処でも流行しているよ「だが，こ
こは特に遊ぶものが多いので日につい
た次第で、ある。

札幌の動物園は広大な地域があっ
て，その中に好みに応じてゆゥたりと

各動物を配置出来るわけだが，此処三:
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塚動植園は宝塚~大阪，宝塚~神戸聞

の2本の路線の狭い土地を利用して後

で作られたために，その聞置具合等を

よく考えて，実にこの狭い場所を最大

限に，しかも立体的に活用しているの

には感心させられた。入場券を買っ

て，左側には有名な宝塚少女歌劇場の

入場券売場があれその丁度向いが動

植物園の入口になっている。そこを入

ると直ぐ動物園になっていて，沢山の

動物達が飼われていた。この動物園は

上野動物園，名古屋市立動物園に次い

で，多くの動物がいるの.で有名である

が，一見して感じた事は，比較的人に

" 

宝塚政劇動植国略国

膨1I:hz，動牧達は，出来るだけ自由に運

動出来ように，云い換えればつとめて

自然状態に近いように工夫されて，放

し飼レ的な傾向が強いことで、あった。

斯様なことは大いに札幌の広大な動物

園でも参考にすべきものと思った。

どこの動牧園でも，飼育している動

牧にわそう変化はないが，私が見て，

特に珍らしL、鳥類が多かったし，シロ

クマ(バールという愛称がついていた

カリ，ダチョウ，ギンケイ，キシケイ，

フチクヂヤク，ノ、ッヵ γ，アシカ，テ

ナガザル， ヰンバヂ一等が印象に残

っている。それ等

の中で面白そうな

のを 2， 3あげ

て見るならば，先

づ，昔から仲の悪

い問志を，あいつ

らは「犬猿の間柄

だからなあー」と

いわれるが，余り

大きくない撞の中

に，アイヌ犬と日

本猿が同居してい

てその下の方に確

か次の様な説明が

してあった。 I犬

と猿は仲が悪いの

で有名ですが，こ

の犬と猿はとても

仲が良いのです。

皆さんも仲良くす

るようにしましょ

う。」と犬が横にな

って欠伸をしていl

季|るその横腹に猿が

曹ち|のって蚤取りに余

妖似念がない。犬は怒



るわけでもなく，平然と気持ちよさそ
うにしているのは一風変った感じだっ
た。その隣りに真白い猫が2匹;入れて
あったが，白い猫は珍らしいのかなあ
?と一寸考えさせられたが，成程これ
も猛獣の一種だし， この辺では猫も珍
らしいので，飼われているんだと私な
りに勝手に納得した次第である。中央
の円い処が猿ケ島で，岩山があり，滝
が落下する処に数匹の日本猿が群れ遊
んでいた。どこでも同じだが，猿は人
気があるらしく大変な人だかりであっ
た。象もかなり大きい場所に 2匹いた
が，その場所の縁に沿って，嘗つての
第2次世界戦争の対戦用に，国境に作
った，マヂノ及びジーグー・フリツド
の要塞のよう
なのを作って
，象が出られ
ないようにな
っている。奥
まったところ
にライオン，
トラ， ヒョウ

の様な猛獣が
居り，その一
部に，体の割
合に顔の小さ

い，手足の長
いテナカ、すご;1..-
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る。丁度見た時に，百に繋いで‘あ不鎖
が長いので，歩く度にガチャガチヤと
音をたてるので，績なのか，その鎖の
結目を見つけて，何とかほどこうと懸
命である。吾々が智恵の輪をはづすの
と同じ忍耐強いもので何分でもやって
いる。見ている人々が退屈なので，憧
の上の方から俸の先に菓子をつけてぶ
ら下げてやると，置の中にある机と箱
を大きいのから次々に運んで来て積み
重ねて，その上に登って菓子をとる始
末，岐度チンパージから人聞を見て，
何んて人間て，色々の顔があるんだろ
うと見ているようにも思われるので、，

これではどっちが利口だかわかりやへ
んといひながら行ってしまう人もい

が， 20尺XI0
尺X5尺位の

金網の艦に7

この右側に動物園入口がある

た。そこから
陸慢を渡って

行くと遊園地
に出る。そこ
には 2羽のダ
チョウが飼っ

てあったが，
クリクリ坊主
のユール・フ
リシナアー・

スタイル，足
は頭に似合は

づ太くて，砂
漠の走者を思

わせるのに充

分であった。

日本シカも放
前の建物が宝塚少女歌劇場と入場券売場

匹飼っていたが，その中のあっち，こ
っちに渡り木があって，その聞を軽業
師のようにはね廻っていた。天井に両
手でぶら下ったかと思うと，次の瞬間
反動をつけて 3尺-5尺位遠方の渡り
木にとび移り，そのブJを利用して片手
でその上の別の渡り木にぶらさがった
り，廻ったりすろ様子は，実に美事な
もので，鉄棒の大車輪の変法を幾通り
も披露してくれた。次にチシパンヂー

だが，手足の器用なこと，頭の良いこ
と，類人猿だけあって大したものであ

し飼いであるが，草を与えるとよって
来て実に可愛いものである。その辺り
には，処今にベンチがおいてあって，

老若男女，子供達がこもごも腰掛けて
話しをしたり，写真のもっとももらし
いポーズをとらせたり，叉食事をして
いた。そこから横に行くと，空中ケー
ブルやら，観覧車，オクトツパス，モ
ーター・ボートとか，鏡の室，お化け
屋敷等があって，大いににぎわい，子
供の天国といった処で、ある。叉その一
部にアトラクシヨン・ステーヂがあっ
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て，一方が野球場のスタンドのように

階段式になって良く見えろように考案
されていた。都合よく一輪車乗りとか
チンパンヂー，オットセイ等の曲芸が
行われていた。そこから植物園には，
一本の大きい道をはさんで陸橋で連絡
されている。そこを渡ると一変して静
かな花園， 一面の緑の芝生， 一方に
池があり，池には白い水鳥が群れ泳い
でし、たO その他に温室あり，宝塚歌劇
食堂がある。その食堂のロビーは池(1)

中に突き出て，そこから・眺めた景色は
実に美しかった。そこで休みながら，
たしか何かの映画で，彼と彼女が初め

ク ラリフ ァイヤー

と

アクセレーター

てみ」とめる中々良い場面が， ここと全

く同じ風景なので，ここでロケーし
たのだなと想い出したものの，映画の
題名なんか志れてしまった。そこから
再び人にもまれながら陸橋を渡り，地
下道を通って，折しも開催中だった交
通文化博覧会を見たが，少女歌劇の連
中がアトラクシヨンを終って，帰る処
と出会った。 10数人の美女許りが，皆
そろいの藤色の着物に，緑の帯をつけ
アデヤJJ

た貴な姿が，今でも強く頭に焼き付け
られているつこの動植物園を見るのに
4時間位もかかったので，急いで、帰路
についたわけで‘ある。(調査課技官)

~花槽

(スヲブエン「τユ『 ゲサ
者;K)

スグリJ ン

一見返し写真説明一 (見続交杓
近日空f丈化の進展に伴い，河川沿岸に

は工場が増加し，その廃水の無差別放
流の結果は河川や浅海の水産資源を脅
かしてきた実例は枚挙にいとまがな
し、。

従来，これ等工場の廃水処理方法は
単に沈澱池の増設をもって事了れり，
と考えられていたようで，これでは適
正な廃水処理は到底望めなかったので
あるが，本年より北見市で操業すゐ芝
浦製糖工場では，本道の大工場ではじ
めての最新式廃水処理方法を採用し注
目されている。この方法は本道で最初
のことであれ モの成果が大いに期待

されるわけである。
この廃水処理設備について簡単な解

説をつけてみる。
図に示したように，廃水処理はスク

リーシ，酸化措(有機物の電気分解装
置)，沈澱装置(クラリフアイヤー)，
凝集及び沈澱装置(アグセレーター)，

汚泥処分池よりなっている。
工場より出された廃水(フリーム廃

水と作業廃水〕はスクリーンで大型固
形物(ビートの残浮等)が除去されて
クラリフアイヤーの中心部に入り，四
方に流れて重い士砂等はすぐ沈澱して
しまう。ステフエン廃水は前記のコー

スとは別に大量の可溶性機物が電気分
解によって取除かれた後クラリファィ
ヤーに合流される。このクラリファィ

ヤーは液中の沈下し得る固体及び表面
の浮澄を効果的に連続除去をなし得る
もので，速度の調整，掻取羽根の設計，
駆動方式，白動水力式スキマ等が相侠
って，最適の沈搬と故大の固体の除去


