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Wolong Panda Club，Panda Base，No.155 Xianfeng Road， 
Yucheng D istrict, Ya’an，Sichuan，P.R.C 

625000
The Website of Wolong National Nature Reserve Adm inistration:

Http://www.china wolong.com
The Website of Wolong Panda Club:

Http://www.pandaclub.cn
The Website ofCCRCGP: 

Http://www.chinapanda.org.cn

，
ぐ
、 

い

1

ll

S i ； -

e 2 , 2 0 1 3 /Serial
1 3
J

 

r2
0

着

I

腫
 

e

y

D e
c

E G 

E 
H

a

RET

『

細

Http://www.china
Http://www.pandaclub.cn
Http://www.chinapanda.org.cn


卧龙大熊猫俱乐部
2013年第2期总第42期
主 管 卧龙大熊猫俱乐部
主 办 卧龙大熊猫俱乐部编辑部
监 管 汶川县民政局 中国保护大熊猫研究中心
顾 问 张和民王鹏彦
主 编 李德生
副主编 周小平
编 审 张贵权魏荣平 黄炎汤纯香
责 编 李伟
编 译 安礼波简从炯 李传有刘伟（特邀）

黎 婷 （特邀> Chet Chin (特邀)
美 编 刘秀峰（特邀）
地 址 中国四川省雅安市雨城区沙湾先锋路155号熊猫基地

卧龙大熊猫俱乐部
邮 编 625000
电 话 86—835-2318216
传 真 86-835-2318216
E- Mai ：pandaclub@vip.163.com

W o lo n g  Panda  C lub
Is s u e  2, 2 0 1 3  /S e r ia l  N u m b e r  42
S u p e rin te n d e n t: Wolong Panda Club
S ponso r: Editorial Department of Wolong Panda Club
R e g u la to rs : the Department of Civil Affairs of Wenchuan
County and CCRCGP
C o n s u lta n t: Zhang Hemin, Wang Pengyan
C h ie f E d ito r: Li Desheng
D eputy C h ie f Ed ito r: Zhou Xiaoping
Editors:ZhangGuiquan, Wei Rongping, Huang Yan and
Tang Chunxiang
E x e c u tiv e  E d ito r: Levy
T ra n s la tio n  and Ed itin g : An libo, Jian Congjiong,
Li Chuanyou.Liu Wei(Specially Invited),
Li Ting (Specially Invited), Chet Chin (Specially Invited)
A r t E d ito r: Liu Xiufeng (Specially Invited)
Add: Wolong Panda Club, Panda Base, No.155 Xianfeng Road,
Yucheng District, Ya'an, Sichuan, P.R.C
Z ip  Code: 625000
Te l: 86-835-2318216
Fax: 86-835-2318216
E-M ail: pandaclub@vip.163.com

臥龍パンダクラブ
201 3年第2期 総第42期
主 管：臥龍パンダクラブ
主 催 ：臥龍パンダクラブ編集部
監 督：汶川県民政局 中国パンダ保護研究センター
顧 問 ：張和民王鵬彦
編 集 長 ：李徳生
副編集長：周小平
編集審定者：張 貴 権 魏 栄 平 黄 炎 湯 純 香  
編集}旦自者: 李 偉
翻 訳：安 礼 波 簡 従 炯 李 傳 有 劉 偉 （客員）

黎 婷 （客員） C h e t  C h i n  (客員）
美術担当：劉秀峰（客員）
アドレス：中国四川省雅安市雨城区沙湾先鋒路155号 

熊猫基地臥龍大熊猫倶楽部 
郵便番号：625000 
電 話：86-835-2318216 
ファックス：86- 835-2318216 
E-M ail: pandaclub@vip.163.com 
発 行：内部

H  ^ ^ 2  0 1 3年第2期

CONTENTS

• 己013新闻回放忍^ 0ニぷ ：̂ 2013

俱乐部爱心报道

嘉丽士漆終生认养海归大熊猫华美小女儿“ 嘉嘉” 03
浙江正辉照明工程有限公司终身认养大熊猫“正正” “辉辉”仪式成功举行 

第九届 “拥抱宝宝卧龙行”主题认养人联谊活动圆满举行

參 归 研 动 News on Panda Breeding and Research

研究中心2013年繁育工作再创新高 文:张贵权

•  O 作 合作と交流 
czi Cooperation and Exchange

大 熊 “ 宝宝”

都江堪技猫救护与疾病防控中心首次开展公众教育料迎两地青少年体验陳文:任瑶 

卧龙专家4年8次赴台“团团” “ 圆圆” 终修成“正果” 文:任瑶 图:魄明

塵 田3仰 f B g  / — j 野外放生（_ 十） ，
w  S T / lx S ^  I _ 卞 i Reintroduction Program (20)

大熊猫 “张想”放归自然 供稿:黄炎

04

③ 人 与 自 訪 M ln a n f Nature 

青海湖边的普氏原羚

熊猫是个谜

文:王永跃

文:Adrian Lowe

I a 芘掊捏(十n )  @龍.の珍物（十九)..Precious Species of Wolong (19)

卧龙自然保护区珍稀濒危植物一黄连 供稿:周世强

•  •fpc^rznパンダクラブ m /Tv on panda Club

账号信芩

2013年下半年认养人爱心盘点

13

15

16

18

22

24

25

26

梅赛德斯-奔驰大熊猫认养及都江堰新合作项目启动仪式在雅安举行 27

本刊图片由李伟、简从炯、安礼波等提供

mailto:pandaclub@vip.163.com
mailto:pandaclub@vip.163.com
mailto:pandaclub@vip.163.com


■WOLONG PANDA CLUB
2013 

新闻回放
2013年ニュース 

News Round-up 2013

朱伊洁女士认养大熊猫怡然

2013年7月9日，来自美国的朱伊洁女士来到卧龙大熊猫 

俱乐部认养了大熊猫宝宝怡然。而且还做了三天的熊猫义エ， 

为大熊猫献了爱心。朱女士表示回美国后会继续关注和支持大 

熊猫保护事业。

On July 9th,2013, Ms. Zhu Yijie came to Wolong Panda 
Club to adopt one giant panda and named it Yi Ran. She 
also did volunteer work fo r g iant pandas for three days. 
Zhu expressed that she would continue paying close 
attention to and supporting giant panda conservation in the 
future.

2013年7月9日、アメリカからの朱伊潔さんが臥龍パンダクラブ 
にいらっしゃって、3日間のパンダ飼育体験し、パンダ「怡然Jを里 

子パンダにしました。朱さんはアメリカに帰ってもパンダ保護事業 

を注目、支援するという意を表しました。

Eric Koide看望了大熊猫snowflake

2013年7月12日，来自美国的认养人Eric Koide在碧峰峡 

大熊猫基地看望了她在今年 3月认养的2012年熊猫宝宝 

Snowflake。在父亲Sachiye的陪伴下，这是她第一次来碧峰 

峡熊猫基地。在这里Eric做了一天大熊猫志愿者，为熊猫们打 

扫卫生、准备食物等，她从中了解到许多关于熊猫的知识。对 

她来说，这是一次非常特別的经历，她会时常关注熊猫的信 

息。

On July 12th, 2013，Eric Koide from the US came to 
Bifengxia Base of CCRCGP to see her adopted giant panda 
Snowflake. Accompanied by her father, she was very happy 
to see Snowflake fo r the firs t time. And she spent one day 
conducting volunteer work for pandas to clean enclosures, 
prepare food and so on. Eric said that she learned more 
about g iant panda from the work than from books, and for 
her, it was a special experience, and she would pay more 
attention to the situation of g iant pandas.

2013年7月12日、アメリカからの里親のEric Koideさんは 

2012年3月に里子パンダにしました「Snowflake」の見舞いに碧峰 
峡パンダ基地にいらっしゃいました。今回は父親Sachiyeの連れ 

て初めて碧峰峡基地に来たことです。ここで、Ericさんは一日の 
飼育を体験し、小屋を掃除したりパンダの食べ物を準備すること 
などをして、いろいろパンダに関する知識を了解しました。Ericさ 
んは、今回は非常に素晴らしい経験で、今後ともパンダのことを 
関心すると述べました。

泰山2013年 

生曰

中国保 

护大熊猫研 

究中心工作 

人员为泰山 

的生日准备 

了一个生曰 

蛋糕，生日 

蛋糕由胡萝 

卜、竹笋、

熊猫蛋糕做 

成，泰山的 

词养员和志 

愿者一起为 

它送上了祝 

福。当泰山 

来到蛋糕前 —
的时候并没

有立刻取走上面的食物，而是呆了一会儿，然后取走了ー块新 

鲜的竹笋走到一旁的角落里害羞的吃起来。在吃完了新鮮的竹 

笋过后才又回到了生日蛋糕旁边取走了一根胡萝卜，就这样， 

泰山一口一口的把胡萝卜吃完了。据它的饲养员介绍，泰山今 

天的胃ロ特别的好，以前它都不爱吃熊猫蛋糕的，今天却把整 

个熊猫蛋糕吃掉了四分之三。看来它今天的心情好极了！

%

C C R C G P  S ta f f  
p re p a re d  a s p e c ia l 
birthday cake fo r Tai 
S han  fo r  h is  2 01 3  
birthday. The cake is 
made of carrots, fresh 
bam boo  and panda  
cakes. The keepers  
and vo lun teers  gave 
the ir best w ishes to 
him. When Tai Shan 
came in, he didn't take 
away the food on the 
plate. Instead he just 
sat there fo r a moment 
to watch the birthday 
cake. Several seconds 
later, he took away a 

piece of bamboo shoot and sat down at the room corner to 
enjoy it. Then he went back the birthday cake to eat up the 
carrots and bamboo shoots one by one. From his keeper, 
we know that normally Tai Shan doesn't like panda cakes, 
but today he has a good appetite fo r food and eat three- 
fourths of the birthday cakes. It seems that Tai Shan is very 
happy today!

パンダ「泰山」の誕生曰で、中国パンダ保護研究センターの飼 

育員はにんじん、竹の子より作られたケーキを準備し、ボラン 
ティアと一緒に祝福を上げました。「泰山Jはケーキに近づいて、 
直ぐその上の食べ物を取らなくて、ちょっと待ってから恥ずかしそ 

うにその上の竹の子を取って側で食べ始めました。それを食べ 

切れた後、また人参を取って食べました。一口で一口で、にんじ 

んも食べ切れました。「今日の「泰山」の食欲が旺盛で、以前が 
そのようなケーキが食べなくて、今日は四分の三も食べまして、 
今日の「泰山」が楽しいそうですね」と「泰山」の飼育者はそう言 

いました。

和福娃的生日比起来，凤仪的生日却有些不同。由于凤仪 
今年才产下小宝宝不久，因此我们不便太多去打扰它和小宝 

宝，但是饲养员们仍然为她送上了衷心的祝福，祝愿她和小宝宝 

都健健康康的成长。

August 23rd, 2013, it is the seventh birthday fo r giant 
panda Fu Wa and Feng Yi. Staff from Bifengxia Base of 
CCRCGP prepared special birthday cakes for them. Fu Wa 
was very curious and attracted by the cakes, so he walked 
close to the cakes and couldn't wait to enjoy them. Many 
volunteers came to Fu Wa's house to say Happy Birthday to 
him.

Compared with Fu Wa's birthday, Feng Yi's birthday 
was different. As she had given birth to a new baby, Feng Yi 
was weak and didn't want others to d isturb her and her 
baby. We all offered our best w ishes to her and wish her 
baby a healthy growth.

2013年8月23日はパンダ「福娃」と「鳳儀」の7歳の誕生日でし 

た。研究センター碧峰峡基地のスッタフは「福娃J Iこ美味しい 
バースデーケーキを用意しました。そのケーキを「福娃」の前に 

置いた時、「福娃Jがとても興味を持ち、待っていられないほど急 
いで、ケーキに近づいて食べました。「福娃」の誕生日なので、多 
くの飼育体験者がわざわざと基地に来て「福娃」を見舞いしまし 

た。
「福娃j と比べると、「風儀」の誕生日がちょっと違います。パン 

ダ「鳳儀」が今年に赤ちゃんを産んだばかりで、「鳳儀」と赤ちゃ 
んを邪魔すること良くなくて、飼育員は心を込めて、健康に生長 

しようと祝ネ畐しました。

福娃、凤仪2013年生日快乐

今天2013年8月2 3日，是大熊猫福娃和凤仪7岁的生日。 

研究中心碧峰峡基地的工作人员早早的特地为福娃准备了精致 

的生日蛋糕。工作人员把蛋糕送到福娃面前时，福娃显得很好 

奇，很快被这块蛋糕吸引了，于是他迫不及待的走近蛋糕开始 

享用起自己的独特美食来。今天有很多志愿者得知是福娃的生 

日的时候，都来看望它并为这个幸福的宝宝送来生日的祝福。



终 生 认 荞 海 归 大 熊 猫 牮 美 小 女 丨 I  " 暮 喜 〃嘉 蒱 士 漆
Calusy Paint Company adopted giant panda Jia Jia for lifetime 

嘉麗士膝が帰国パジダ「華美」の一番若ぬ娘r嘉嘉j を終身里孑パ汐ダに

入 年 4月2 0日，四川雅安发生7级地震，中国保护大熊 

~ 7 猫研究中心雅安碧峰峡基地震感强烈，据报道，国 

宝大熊猫受惊吓爬到树上不肯下来，这牵动着嘉丽士漆的心。 

2011年，高端涂料品牌嘉丽士漆曾认养一只小熊猫，全面负 

责其生活、饮食等多方面，给它带来远方的温暖。2013年7月 
始，嘉丽士正式宣布终生认养首只海归大熊猫“华美”  2012年 

生下的 "小女儿”  一 并 改 名 为 “嘉嘉”，作为它的官方名 

字，列入熊猫族谱，捐赠费用将用于大熊猫科研保护、饲养管 

理等，让 “嘉嘉” 感受到双倍的“母爱”。

2013年8月5日，由嘉丽士漆终身认养的大熊猫 "嘉  

嘉” 1岁了，中国保护大熊猫研究中心的工作人员为其制作了 

特别的生日糕点，来为嘉嘉庆祝它生命中的第一个生曰！

作为海归大熊猫华美2012年的孩子，嘉嘉长相可爱，毛 

色黑白分明。它最喜欢爬树，每天早上饲养员看到它的时候， 

它都在树上。嘉嘉胃ロ非常好，到了饭点儿时间它总会很积极 

的跑过来到饲养员跟前，眼睁睁的望着奶爸奶妈，等着享用美 

餐！今天是嘉嘉第一次过生日，饲养员用它平时最爱吃的食材 

特地为它制作了ー个非常精美的“生日蛋糕”，小家伙儿看到 

蛋糕的那一刻兴奋得不得了，那活泼劲儿可爱极了。让我们_  
起祝愿宝宝"嘉嘉” 快快乐乐，健健康康成长。

On April 20lh, 2013, an earthquake occurred in 
Ya'an. The giant pandas were scared to stay on 

the trees, and th is attracted Calusy Paint Company's 
attention. In 2011, Calusy Paint Company adopted one 
giant panda fo r lifetim e. In July,2013, Calusy Paint 
Company adopted giant panda Hua Mei's new baby in 2012 
for lifetim e and named her "Jia Jia", and made a donation 
for the giant panda scientific  research and husbandry 
management.

On August 5th, 2013, Jia Jia became one year old. Her 
keeper prepared a special birthday cake fo r her, fo r her firs t 
birthday.

As the oversea-born giant panda Hua Mei's new baby 
in 2012, Jia Jia is very cute and she likes climbing trees. 
Her keepers always find her on the tree in the morning. 
Besides, she has a good appetite. At meal time, she is 
always the firs t one showing up in front of the keepers. 
Today is Jia Jia's firs t birthday, the keeper used her favorite 
food to make the birthday cake fo r her. Jia Jia is very happy 
to see the special g ift and enjoys the delicious food. We 
wish Jia Jia and other babies have healthy growth.

年の4月20日、四川雅安ではマグニチュード7の地震が 

~ 1 発生し、中国パンダ保護研究センタ一雅安碧峰峡基地 
では震動が強かったのでした。パンダたちが驚かれて木の上に 
上ってから下りないことが報道され、嘉麗漆の人々がとても心配 
です。2011年、 高級ペイントである嘉麗士漆はパンダを里子パ 

ンダにし、赤ちゃんパンダの生活と飲食などの面で責任を取りま 
した。2013年7月、嘉麗士が最初の帰国パンダの「華美 Jが 
2012年に産んだ娘を終身里子パンダにし、「嘉嘉」という名を付 

け、パンダ系譜に記載し、嘉麗士が寄付するお金はパンダ研究 
保護、飼育管理に使われ、「嘉嘉」への母のよう愛が倍増されま 

した。
2013年8月5日、嘉麗士漆の終生里子パンダ「嘉嘉」が1歳にな 

り、中国パンダ保護研究センタ一のスッタフがスペシャルなバー 
スデ一ケ_ キを作り、「嘉嘉Jの初めての誕生日をお祝いました。

帰国パンダ「華美」が2012年に生まれのパンダとして、とても 
可愛い、毛の色ははっきりとしています。大好きなことは木登y で、 

毎朝飼育員が来た時、きっと木の上にいます。「嘉嘉」の食欲が 
いい、食事の時間になったら、すぐ飼育者の前に走り、ご飯を

待っています。「嘉嘉」の最初の誕生日なので、飼育員が平日に 

「嘉嘉」が大好きな物で綺麗な「バースデーケーキ」を作り、その 
ケーキを見ると、「嘉嘉」が非常に楽しくて可愛かったのです。 

「嘉嘉」が永遠に楽しくて健やかに生長するようにお祝いましょう。

浙江正_ 照明工程有限公司
终 身 i A 养 大 熊 猫 “ 正 正 ”  “ 辉 輝 ” 仪 式 成 叻 举 行

L ife tim e  a d o p tio n  n e re m o n y  
f o r  g ia n t p a n d a  “Z h e n g  Z h e n g ” and “ Hui H u i”

浙江正钾照w工程有阳会社 
がパンダ「正正」 r押砷」を終身里子パンにする儀忒が成功に

2013年2月1日，浙江正辉照明 

工程有限公司在中国保护大熊 

猫研究中心终生认养了一对2012年出 

生的大熊猫宝宝，分别取名为 "正  

正” 、 “辉辉’’ ，12月6曰，在中国保 

护大熊猫研究中心雅安碧峰峡基地举行 

了认养仪式。浙江正辉照明工程有限公 

司的部分领导代表以及中国保护大熊猫 

研究中心部分领导和工作人员出席了该 

仪式。

仪式上，中国保护大熊猫研究中心 

张贵权主任对浙江正辉照明工程有限公 

司对保护大熊猫公益事业的关心和支持 

表示以衷心的感谢，井向大家介绍了卧 

龙自然保护区以及中国保护大熊猫研究 

中心的概况。浙江正辉照明工程有限公 

司林喜事总监发表了重要讲话，林总监 

表示，作为国内最早专业研究工程照明 

灯具的高科技企业，随着企业的扩大， 

社会责任感也随之加强，正辉照明将会 

更加注重节能环保和生态文明建设，并 
且呼吁整个社会一起重视环境保护。正 

辉照明现在加入并作为大熊猫保护公益 

慈善事业中的一员，今后将继续关注大 

熊猫保护，和全体员工一起关心"正 

正’’ 、 “辉辉” 的健康成长，关心卧龙 

国家级自然保护区以及中国大熊猫保护 

事业未来的发展。

校



o；in  February 1st, 2013. Zhejiang Zhenghui Lighting Co., 
"Ltd adopted two pandas fo r a lifetim e from China 

Conservation and Research Centre fo r the Giant Panda, 
named them "Zheng Zheng” and “Hui Hui” . On December 18th, 
the adoption ceremony was held by Zhejiang Zhenghui Lighting 
C o.，Ltd at Bifengxia Base of CCRCGP. Leaders and staff 
rep resen ta tives from  Zhenghui Com pany and CCRCGP 
attended the ceremony.

On the ceremony, d irector Zhang Guiquan on behalf o f all 
the sta ff of Bifengxia Base of CCRCGP gave thanks to Zhejiang 
Zhenghui Lighting Co., Ltd who dedicated efforts to giant 
panda conservation . M r .しin, inspector general of the 
company, gave a speech. In the sp ee ch ,しin said as the earliest 
h igh-tech company pioneering in research on lighting, 
Zhejiang Zhenghui Lighting Co., Ltd payid more attention to the 
energy conservation, environment protection and ecological 
civilization construction for a long time. Now, Zhenghui 
Company joined panda club to be a member of this important 
public welfare activity. From now on, they will keep on paying 
attention to the growth of “Zheng Zheng” & ”Hui Hui” and caring 
giant panda conservation in China.

2013年2月1曰、浙江正輝照明工程有限会社は中国パンダ保護 

研究センターで2012年に生まれた2 頭のパンダを終身里子パ 
ンダにし、それぞれ「正正」、「輝輝」を名付けました。12月6曰、中国 

パンダ保護研究センタ一雅安碧峰峡基地で儀式を行いました。浙江 
正輝照明工程有限会社のリーダ、中国パンダ保護研究センターの 

リーダとスタッフ達がその儀式に出席しました。

儀式で、中国パンダ保護研究センターの張貴権主任は浙江正輝 
照明工程有限会社がパンダ保護公益事業への関心と支援を心から 

感謝の意を表し、ご来賓の皆様に臥龍自然保護区及び中国パンダ 
保護研究センターの概要をご紹介しました。「国内で最初的に工事照 
明を研究するハイテック企業として、企業の拡大にに伴って社会責任 

感も強くなり、正輝照明が更に省エネとエコ文明の建設を重視し、社 
会の皆も一緒に環境保護を重要視するようと呼びかけました。正輝 
照明が今からパンダ保護公益慈善事業の中のメンバになり、今後は 

ともパンダ保護を注目し、『正輝』の全員と一緒に「正正J、「輝輝」の 
健康成長、臥龍国家級自然保護区と中国パンダ保護事業の未来の 

発展を関心します。Jと、浙江正輝照明工程有限会社の林喜事総監 
督のご挨拶を頂きました。

2013年11月12日，卧龙大熊猫俱乐部第九届 

“拥抱宝宝卧龙行”主题认养人联谊活动正 

式启动。本次活动的主题是“纪念卧龙国家级自然保 

护区成立50周年与研究中心成立30周年 ” ，为期4 
天。共有50多名来自世界各地的嘉宾不远万里，前来 

参加此次活动，包括美国熊猫国际代表、15名日本大 

熊猫保护协会会员、女友传媒集団、荷兰航空公司、 

NCM和氏璧化工集团、加拿大的阮德慈女士、澳大利 

亚的Rosemary和马来西亚的Chet Chin女士、美国的 

Bill and Karom Burke夫妇、挪威的Ayesha女士、上 

海的厉蕊女士、北京的张炜祎女土、深圳的袁雄和成 

都的李建中先生、以及泰国的林冰认养人等等。

12日一大早，认养人们冒着中雨来到中国保护大 

熊猫研究中心雅安碧峰峡基地，来为他们认养的大熊 

猫做志愿者。在经验丰富的饲养员的带领下，他们不 

辞幸苦，亲自为大熊猫宝宝们打扫圈舍、搬运竹子、 

准备食物等。为可爱的大熊猫服务，让认养人们感到 

非常的亲切与幸福，他们纷纷拿起相机记录下这有意 

义的事情。

13日下午，嘉宾们来到了中国保护大熊猫研究中 

心都江堰基地参观。都江堰基地是一座由香港政府提 

供资金支持的现代化基地。基地的建筑带有强烈的川 

西民居风格，园区充分利用了当地原始的自然资源， 

做到因地制宜，资源得到了合理的配制。在了解到了 

这些设计理念之后，嘉宾们对此赞不绝ロ，并表示以 

后会多来都江堰基地参观，多来看望在这里的熊猫。

11月14日，在俱乐部工作人员的带领下，嘉宾们 

参观了四川著名的广汉三星堆博物馆。嘉宾们对四川 

的古蜀文化有如此之高的成就感到惊讶，并在导游人 

员的讲解下仔细参观了博物馆。

15日上午，嘉宾们依依不舍的和俱乐部工作人员 

们挥手惜别并继续他们在中国的旅程。致此，第九届 

“拥抱宝宝卧龙行” 主题认养人联谊活动圆满落幕。

The 9lh “ Hug My Baby”  activity was successfully held 
第れ回「パ: /ダ£ 抱擁し、臥龍へ」里親の親睦会か円満(2
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2013年11月12日、臥龍パンダクラブ 

の第九回「パンダを抱擁し、臥龍 

へ」里親の親睦会が正式に開催されま 
した。今回の主題は「臥龍国家級自然 
保護区成立50周年及び研究セン 

ター成立30年を記念」で、期間は 

4 曰間であります。世界各国地か 

らのゲストは50人以上で、それら 

は、アメリカパンダ国際の代表、

15人の日本パンダ保護協会 

会員、『女友』メディア集団、
オランダ空港会社、N C M和 
氏刺璧化工集団、カナダの 

阮徳慈さん、オース卜ラリ 
アのRosemaryさんとマ 

レ 一 シ ア の C he t

ん 、及 
のパンダ 

里親など

の朝、ゲスト 

雨も顧みず 
中国パンダ保 

護研究センター 
雅安碧峰峡基地 
に来てパンダ飼育 

体験を参加しまし 
た。経験が富む飼育 
員の指導で、里親た 

ちがパンダの小屋を掃 

除したり、竹を準備した 

り、他の食べ物を準備し 
ました。

13日、ゲストたちが中国 

パンダ保護研究センター都 
江堰基地を訪問しました。都 
江堰基地は香港政府からの援 

助資金により建設されたに資金 
支持される現代化的な基地です。 

基地の建物が四川西部のスぺ 
シャルスタイルを持ち、園内には当 

地原始の自然資源を利用し、実情に 

見合った措置を取りました。このデザ 
インの理念を了解した後、ゲストたちが 
賞賛した、今後にまた都江堰基地とそち 
らのパンダを訪問することを表しました。

11月14日、クラブのスタッフの案内で、 

ゲストたちが四川省の有名な広漢三星堆博 
物館を参観しました。ガイドさんの解説で博 
物館を参観し、古代四川省ではこのようなもの 

高く成績に驚いほど賞賛しました。
15日午前、ゲストたちはクラブのスタッフ達と 

お別れ惜しい気持ちでお別れて、中国でのほかの 

旅を続き始めました。第九回「パンダを抱擁し、臥 
龍へ」をテーマとする里親の親睦会が円満に終了し 
ました。

f  in  November 12丨'2 0 1 3 ，Wolong Panda Club 
、ノ o ffic ia lly  launched ce leb ra tions  o f the 50th 

Anniversary of Wolong National Natural Reserve & the 30th 
Anniversary of CCRCGP with the starting of the 9th annual 
“Hug My Baby” event. It was a four-day trip. More than 50 
guests flew from around the world to participate in the 
celebrations. The guests included representatives from 
Pandas International, Panda Protection Institute of Japan, 
Women Friends Magazine Group, KLM Royal Dutch 
A irlines, and NCM Hersbit Chemical, and also Thailand 
adopters, Ms. Annette Yuen from Canada, Ms. Rosemary 
from Australia, Ms. Chet Chin from Malaysia, Bill and 
Karom Burke from US, Ms. Ayesha from Norway, Ms. Li Rui 
from Shanghai, Ms. Zhang Weiyi from Beijing, Mr. Yuan 
Xiong from Shenzhen, and Mr. Li Jianzhong from Chengdu.

Early on the morning of the 12th, the guests were eager 
to get to Bifengxia Base to start their panda volunteer work. 
Experienced keepers guided them in the various activ ities- 
cleaning enclosures, carrying bamboo and preparing meals 
and treats for the pandas. They were very happy to be able 
to serve the pandas and they used the cameras to record 
the meaningful moment.

On the a fte rnoon of 13th, the guests came to 
Dujiangyan Base of CCRCGP to visit. Dujiangyan base is a 
modern base which has financial support by Hong Kong 
Government. The buildings share the local farm house 
a rch itec tu ra l s ty le , designed accord ing  to local 
conditions and the local resources used rationally.
The guests were full of praise for the design, and 
they expressed they w ill often come to the base to 
v is it and to see the lovely pandas there.

On November 14th, with the guide's lead, 
guests v is ited  the Sanxingdui Museum in 
Guanghan City, they were surprised at the 
highlights of ancient Sichuan culture.

On the morning of 15th, the guests 
waved farewell to the Wolong Panda Club 
sta ff as the 9th annual “Hug My Baby” 
event came to a successful conclusion.

Chinさん、アメリカの夫 

婦 B ill and Karom 
Burkeさ ん 、ノル 

ウエーのAyeshaさ 
ん、上海の厳蕊さ 
ん、北牙•の張讳 

祥さん、深圳の 
袁雄さんと成 

都の李建中さ 
びタイから 
「林氷」の 

です。
1 2 日 
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WOLONG PANDA C L U B !

研 究 中 心 2 0 1 3 年 繁育エ酬新高
New records for the Breeding Work in 2013
2013年、中国パンダ保護•研究センター繁殖成果再び新記録を

乙圈丨

)13年，中国保护大熊猫研究中心按照“ 2013年全国 

】养大熊猫繁殖配对计划” 统一部署，周密安排，保 

证了大熊猫繁殖工作的顺利开展。今年，研究中心共繁育大熊 

猫18胎24仔，成活20仔 （其中包括雅安碧峰峡基地13仔，核桃 

坪野化培训基地4仔，广东番禺动物园1仔，美泉宫动物园1 
仔，华盛顿动物园1仔 ），创下繁育新纪录，为野化放归培训 

梯队提供了充足的种群个体。

为做好新一年的大熊猫繁育工作，2013年新年之初，研 

究中心以大熊猫优生优育、野化放归与培训等为重点，对相关 

工作进行了周密的安排部署。对列入今年繁殖计划的大熊猫加 

强了发情前期的饲养管理，供给营养充足和平衡的食物，増加 

活动量，增强体质，促进发情。集中优势力量，加强行为观 

测、尿液采集和雌激素水平测定，及时准确地监测雌性大熊猫 

的发情状态，综合判断雌性大熊猫的发情高峰期。2月12曰， 

海归大熊猫 "珍珍” 顺利完成发情配种，正式拉开了研究中心 

2013年大熊猫繁殖的序幕，研究中心大熊猫纷纷踏上新一年 

的求爱之旅。研究中心以自然交配优先，人工授精为辅，尽可 

能地尝试放对为原则，指导适时配种，配种成绩突出。

为充分保证完成配种的雌性大熊猫身体健康和正常受孕， 

研究中心从圈舍环境、产后饲养管理等方面考虑，结合圈舍实 

际情况，合理分布配种后的雌性大熊猫。从5月开始，饲养人 

员开始了24小时轮流值班制度，每一天，他们都在静候新生命 

的诞生。

6月2 2日，大熊猫 "海子” 产下研究中心2013年全球首对 

双胞胎熊猫宝宝，母仔平安，这一消息让全体工作人员振奋不 

己。经过几个月的酝酿，新一年的大熊猫产仔战役终于吹响了 

号角。7月6日，卧龙野化培训基地又传来好消息，大熊猫“草 

草” 成功产下_ 对双胞胎幼仔。

除做好自身的繁育工作，2013年，研究中心还一如既往 

地帮助国内外科研合作単位繁育大熊猫。先后派出6名大熊猫 

繁殖专家和6名育幼专家赴北京动物园、香港海洋公园、台北 

木栅动物园、东京上野动物园、维也纳美泉宫动物园、华盛顿 

动物园等6家科研合作単位，成功完成了7只雌性大熊猫的发情 

和配种工作。其中，北京动物园 “瑛华” 、台北动物园“圆 

圆” 、美泉宫动物园 “ 阳阳” 、华盛顿动物园 "美香”均顺利 

产仔。



I
n 2013, follow ing the “2013 National Giant Panda 
Mating and Breeding Plan” ，CCRCGP made careful 

preparations and all the staffs worked hard in order to carry 
the breeding work. This year there were 24 new cubs of 18 
litters born, of which 20 survived (13 at Bifengxia Base, 4 at 
Hetaoping Wild Training Base, 1 in Panyu Xiangjiang Safari 
Park, Guangzhou, 1 at Vienna Zoo and 1 at National 
Zoological Park of W ashington). The breeding work has 
set up a new record in CCRCGP, and provided enough 
pandas for the reintroduction program.

To do the breeding work better, we had a detailed plan 
focusing on the ideas of “Quality Breeding and Rearing” 
and Reintroduction. In order to let as many breeding 
pandas to keep healthy to show estrus, we strengthened 
the management of panda husbandry in making a scientific 
nutrition supply plan to guarantee pandas' health by eating 
well and exercising regularly. We evaluated the pandas' 
estrus state through behavioral observation and urine 
tests, which allowed us to estimate the estrus peak of the 
pandas. On February 12th, we started the breeding work 
with the mating of oversea-born giant panda Zhen Zhen, 
and many pandas followed. We followed the principle of 
“relying mainly on natural mating, supplemented by 
artific ia l insem ination” to choose the best time fo r panda 
mating.

We have arranged reasonable distributions for the 
mated mother giant pandas according to the enclosure 
situation and husbandry management to ensure they have 
good environments fo r the conception. We have started the 
24-hour monitoring on the mother pandas for the birth of 
cubs since May.

On June 22nd, g iant panda mother Hai Zi gave birth to 
the globally firs t twin cubs in 2013，and the news made all 
sta ff excited. For several months' waiting, fina lly we were in 
the breeding season. On July 6th, good news from Wolong 
Wild Training Base: Cao Cao gave birth to twin cubs.

Besides our own breeding work, in 2013，we also send 
6 breeding experts and 6 hand-rearing experts to help with 
the breeding work for 7 female giant pandas at 6 scientific 
cooperation units in Beijing, Hong Kong, Taipei, Tokyo, 
Vienna and Washington. Among them the female giant 
pandas in Beijing Zoo, Taipei Zoo, Vienna Zoo, National 
Zoo log ica l Park of W ashington gave b irths to cubs 
successfully.

2
 013年、中国パンダ保護 • 研究センタ一は「2013全国 
人工飼育パンダ繁殖計画J に従って、周密に手配し 

て、パンダ繁殖仕事が順調に展開することを保証しました。 
今年、中国パンダ保護■研究センタ一は24頭の赤ちゃんパ 
ンダを繁殖し、その中、20頭が生存しています。 （その中、 
雅安碧峰峡基地が13頭、臥龍胡桃坪野生化基地は4頭、广 
东番禺動物園は1頭、シエ一ンブルン動物園は1頭、ワシン 
トン動物園は1頭）。新記録を打ち出しました。野生化訓 
練に充実な群れの個体を提供しました。

一年のパンダ繁殖仕事をより良いするため、2013年のは 
じめに、研究センターはパンダが「優生優育」と 「野外放 
生」及び訓練を要点として、関連な仕事に対して周密な計 
画と手配しました。今年繁殖計画に含まれたパンダに対し 
て、発情前の飼育管理を強め、十分な営養とバランスとれ 

た食物を提供し、運動量を増やし、体a を増強し、発情を 
促進しました。優位性を集中し、行為を観測することを強 
め、尿の液を採り、卵胞ホルモンレベルを測定し、すぐに 
パンダの発情の状態を監視し、メスパンダの発情の期日を 
総合に判断します。2月12曰、帰国パンダ「珍珍』は順調 
に発情と交尾を完成して、正式に研究センターの2 0 1 3 
年のパンダ繁殖する序幕を開始しました。研究センターパ 
ンダは次々に新しい求愛の旅を踏みました。研究センター 

は自然的な交尾の優先によって、人工授精は輔とします。 
適時の交尾について、成績は良いです。

交尾したメスパンダの健康と正常に受胎できることを充 
分に保証するために、研究センタ一は小屋の環境と産後の 
飼育管理などの面から考え、小屋の実情とにらみ合わせて、 
パンダの小屋を合理的に手配しました。5月から、飼育員 
は24時間順番当直制度、毎日、新しい生命の誕生を静かに 

待っています。
6月22日、パ ン ダ 「海子」は年全世界の2013初めての双 

子パンダを生みました。パンダ母親も赤ちゃんも平安で、 

スッタフに興奮していて止まりませんでした。数か月の準 
備で、新しい年の赤ちゃんパンダブームがやってきました。 
7 月 6 日、臥龍野生化訓練基地もまたよいニュースを伝え 

て来て、パンダ「草々」は成功に次の双子の赤ちゃんを産 
し し 。

2013年、研究センターは自らの繁殖仕事の以外に、国内 

外の科学研究合作単位のパンダ繁殖仕事に協力しました。 
前後に北京動物園、香港海洋公園、台北木柵動物園、東京 
上野動物園、オース卜リアのウイ一ン• シヱーンブルン動 
物園、ワシン卜ン動物園など6力所の合作単位へ6人のパン 
ダ繁殖専門家と6人の赤ちゃんパンダ看護専門家を派遣し 

て、 7 頭のメスパンダの発情と交尾の仕事に協力して完了 
しました。そのうちは、北京動物園の「瑛華」、台北動物 
園 の 「園園」、オ_ ストリアのウイ一ン•シエ一ンブルン 

動物園の「陽陽」、ワシントン動物園の「美香」は皆順調 
に赤ちやんパンダを産みました。

WOLONG PANDA CLUBI
合作と交流|

Looperanon and Exchanae 合作与交流

国当地

ノ 时 间 , 公 

元2000年 12月6日下午 3 
点，_对来自卧龙自然保护区的大
熊猫 “美香” 和 "添添 ” 安全抵达华盛顿国际机场。当时正值 

幼年的 "美香” 和 "添添 ” 顿时成为了全美人民的焦点，华盛 

顿国家动物园也迎来了前所未有的游客高峰期。时任美国总统 

的比尔•克林顿也携家眷专程前往看望两只来自遥远的东方古 

国的灵兽。

2005年7月9日，美香的第一个孩子"泰山” 降生，虽然幸 

福来的似乎晚了一些，但也正是因此，美国人民把他们厚积薄 

发的爱意全部倾注在了 "泰山” 的身上。直 至 "泰山”回到卧 

龙，也有无数美国粉丝不远万里来到中国，只为和老朋友“泰 

山’’ 见一面。

2012年9月，出生一周的小仔竟然因为心肺功能发育未完 

善而夭折，这个消息一经传出，震惊全美，美国国家动物园的 

大熊猫专家□ 在悲伤之余，还因此承受巨大的圧力。

2012年 11月2日，由华盛顿国家动物园园长 Dennis 
Kelly和首席大熊猫专家David W ildt带队的大熊猫专家6人组， 

抵达卧龙都江堰办事处与卧龙张和民、李德生等6位大熊猫权

威专家会晤。就大熊猫幼仔 

出生后死亡一事，详细地作 

了汇报。会上园长Dennis还提 

出，希望毎年能够有两批国家 

动物园大熊猫科研护理人员到卧 

龙学习，同时，希望卧龙专家能 

够在繁殖季节抵达美国给与技 

术指导；希望听取卧龙专家的 

意 见 ，15岁 的 " 美香”是否 

“年事已高”，是否能够更换 

另一只雌性大熊猫到华盛顿参 

与繁殖，又或者能够取得圣地 

亚 哥 动 物 园 雄 性 大 熊 猫 “高 

高” 的精液，对 "美香”进行人工 

授精，以增加受孕率。

张和民主任表示：我们理解你们 

想要大熊猫成功繁殖的迫切心情，但从 

多年的大熊猫研究经验上看， “ 美香”没 

有超过育龄，不需要更换，希望美方做好曰 

常的大熊猫护理和监测工作；为了増加受孕率， 

卧龙方面也会协助你们得到"高高” 的精液。张主任强 

调：大熊猫幼仔出生后，需要密切观察母子，如果幼仔没有及 

时吃到母乳，很容易出现原本出生健康却导致死亡的现象，如 

果母兽带仔能力差，需要及时取出体检，根据情况做人工辅助 

育幼，这样方能保障幼仔成活。

2013年初，卧龙全面启动华盛顿动物园大熊猫繁殖的协 

助工作。协助圣地亚哥动物园 “ 高高”的精液运抵华盛顿备 

用，3月，卧龙派出有三十余年大熊猫科研繁殖经验的汤纯香 

教授前往美国协助人工授精，8月，卧龙又派遣有着近十年人 

ェ育幼经验的专家李果前往。

功夫不负有心人！ 2013年8月2 3日， "美香”的宝宝诞生 

了！ 2 5日，大熊猫幼仔被取出体检，体检大约10分钟，体重为 

137克，胃部完整，兽医确认幼崽已经开始消化食物。另外， 

幼崽心跳稳定，肺部功能看起来正常。

11月5 曰至Ij22曰，全美人民123039的投票，在他来到这个 

世界100天的时候，有了他正式的名字一一"宝宝”。在英文 

中也有 “ 宝贝” 、 “珍贵” 之意。宝宝预计在2014年1月面向 

美国民众见面。



t 15:00 of December 6th, 2000，a pair of giant pandas 
“Mei X iang” and “Tian Tian” landed at Washington 

Dulles International A irport from Wolong National Natural 
Reserve, China. The young giant pandas “Mei X iang” and 
“Tian Tian” caught Am ericans' attention quickly and raised 
a Panda Heat for Washington National Zoological Park. 
Even the President of the United States, Mr. Bill Clinton and 
his fam ily did a special trip to say hello to the two amazing 
pandas.

On July 9th,2005，Mei Xiang gave birth to her firs t cub 
Tai Shan. It was a long awaited birth, and all Americans 
showed their love to Tai Shan. Even Tai Shan has been 
back to China, many Americans come to Bifengxia just to 
see their old friend.

In September, 2012，it was a pity that the one week old 
g iant panda cub died for hypoplasia of heart and lung 
function. This sad news shook the country, and the giant 
panda experts in the zoo were in high pressure.

On November 2nd,2012, a six-person team, led by the 
National Zoo director Dennis Kelly and chief panda expert 
Dr. David Wildt, arrived at Wolong and had a meeting with 
Zhang Hemin, Li Desheng and four other g iant panda 
experts. At the meeting, Dennis gave a detailed account of 
the cub's death. He hoped to send their g iant panda sta ff to 
study at Wolong tw ice a year, and also hoped Wolong's 
experts could go to the National Zoo to help them with the

breeding work in mating seasons. Dennis also wanted 
suggestion from Wolong experts about whether the 15 
years old giant panda “Mei X iang” is too old to give birth, 
whether they could have a change for another female giant 
panda to live in Washington for breeding, And whether they 
could get giant panda Gao Gao's sperm from San Diego 
Zoo.

D irector Zhang Hemin expressed that CCRCGP knew 
just how they fe lt. From our experience, Mei Xiang was not 
too old to gave birth to cubs, so there was no need to 
change pandas as long as all daily work were done well. In 
order to get high conception probability, we would help the 
National Zoo to get Gao Gao's sperm. Zhang said the 
newborn cub needed to be carefully watched. It is also 
important to have the cub to get milk from its mother, 
otherwise, that would be very dangerous for the cub. If the 
panda mother is weak in raising her cub on her own, it is 
needed to pick up the cub timely, and do hand-rearing 
according to the situation. This is a good way to ensure the 
cub survival.

At the beginning of 2013，Wolong assisted Washington 
National Zoological Park to get Gao Gao's sperm from San 
Diego Zoo to W ashington DC. In March, Mr. Tang 
Chunxiang, a breeding expert with more than 30 years 
experience, was send to Washington DC to help with the 
artific ia l insemination work. In August, Mr. Li Guo, an hand-

rearing expert with 10 years experience, was send to 
Washington DC.

Where there is a w ill, there is a way! On August 23,a, 
2013, Mei Xiang gave birth to a cub! On 25lh, the cub was 
picked up fo r medical check, which took about 10 minutes. 
The cub weighed 137g, was well developed and began to 
digest food. Besides, the cub had normal heartbeat and the 
lung function is ok.

Thanks to the 123039 name votes from November 5th 
to 22"a, when the cub is 100 days old, he got an official 
name -"Bao Bao” . The meaning of Bao Bao shares the 
meaning of "baby", “cherish” in English. The cub is due to 
meet the public in January of 2014.

T  メリカ時間で、2000年12月6日午後3時、臥龍自然 

保護区からのパンダ「美香」と 「添添J がワシン 

トン国際空港に到着しました。幼 い 「美香」と 「添添」は 
直ぐアメリカ人の焦点になり、ワシントン国家動物園も歴 
史上でかつてないほど多い観光客を迎えました。当時のア 
メリカの総統のビレ•クリントンも家族連れてその遠い中 
国からのパンダを見に来ました。

2005年7月9曰、 「美香」の初めての赤ちゃん「泰山」が 

生まれました。その幸福が遅いそうですが、 「泰山」がア 
メリ力人に愛されました。 「泰山」が臥龍に戻っても、多 
〈のファンが「泰山」を見舞いため、遠いアメリカから中 
国にやってきました。

2012年9月、産んでから一周間ぐらいの赤ちゃんパンダ 

が心肺功能の発育がよくなくて亡くしてしまいまして、全

ァメリカを驚かしました。アメリカ国家動物園のパンダ専 

門家達がひど〈悲しくて、大きいな圧力を耐えました。
2012年11月2曰、ワシントン国家動物園の園長Dennis 

K e llyさんと首席パンダ専門家David W ild tさんを代表として、 

6人のパンダ専門家代表団が臥龍都江堰事務所にやって来 

て、臥龍の張和民さんと李徳生さんなど6人のパンダ専門 

家と交流を行いしました。赤ちゃんパンダが生まれた後死 

亡したことについて、詳しく説明しました。交流会では、 

園長のDennisさんはァメリカ国家動物園パンダ研究者が毎 

年2回分けて臥龍に研修してもらい、臥龍の専門家は繁殖 

のシーズンでアメリカまで技術の指導をもらうという希望 

を提出しました。また、15歳 の 「美香」が年寄であるかど 

うか、他の雌パンダで交換してワシントンに送って繁殖し 

たらよいのか、またはサンディエゴ動物園のパンダ「高 

高』の精液を取れるかどうか、 「美香」に人工授精をして 

妊娠率を高めることかできるかどうか、などの問題につい 

て臥龍の専門家の意見をもらいました。

「パンダが成功裏に繁殖して欲しいという気持ちわか!J 
ますが、多年間のパンダ研究経験から見ると、 「美香」が 

繁殖の年齢を超えてなくて、交換の必要がなありません。 

日常の世話と観測に頑張って〈ださい。妊娠率を高めるた 

めに、 「高高」の精液を取ることに協力します。赤ちゃん 

パンダが生まれたから、母親と赤ちゃんに密接な観察する 

ことが必要です。赤ちゃんが母乳をタ一イムリに飲まない 

場合、生まれる時が健康だけど亡くなりやすいです。もし、 

母親パンダが赤ちゃんパンダを世話する能力が下手の場合、 

赤ちゃんを取り出して人工で協力して飼育して、赤ちゃん 

パンダが生存できます。」と張主任が述べました。



2013年の初、臥龍がワシントン動物園のパンダ繁殖への 

協力作業は全面的にスター卜しました。サンディエゴ動物 

園のパンダ「高高」の精液を取ってワシントンまで運んで 

おき、3月、臥龍から三十年も余りのパンダ研究繁殖の経 

験を有してる湯純香教授を派遣してァメリカへ人工授精を 

協力し、8月、また10年余りの人工飼養経験を有する専門 

家李果さんをァメリカに派遣しました。

成功はいつも努力の積みかされることですね！ 201 3年 

8月23日、 「美香 j の赤ちゃんが生まれました。25日、赤

ちゃんを取り出して体検査し、検査は10分間ぐらいをかか 

り、体重は137g、胃の部分がいい、その赤ちゃんが食物を 

消化し始めることも獣医に確認されました。また、心のリ 
ズムがいい、肺部の功能も正常でした。

11月5日から22日まで、アメリ力人からの1 23039の投票 

で、その赤ちゃんが生まれたからの第100日に、正式な名 

前—— 「宝宝」をもらいました。英語では、そ れ は 「宝 

物」、 「貴重」の意味もあります。 「宝宝」が2014年1月 
にアメリカ人民たちと顔を合わせると見込みます。

都 ! エ 1 (1 大 蘸 猫 敝 护 与 疾 病 肪 控 中 心

首次幵展公众教育活动 
迎两地青少年体验 ▲
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丨ノ013年11月23号，中国保护大熊猫研究中心—— 都江堰大 

熊猫救护与疾病防控中心首次开展公众教育活动，参加 

“香港青少年发展ー2013四川社会服务及体育体验计划”的青少 

年们，作为首批参观者到此参观体验。

此次活动由四川香港马会奥林匹克运动学校、成都基督教青 

年会、香港基督教青年会联合举办。其中，参观疾控中心是此次 

交流活动的一个重要环节。来自香港浸会大学、罗定邦中学等四 

所学校以及四川金堂县儿童之家的123名师生，在研究中心副主任 

魏荣平及工作人员的陪同下，先后参观了教育中心、兽医院、康 

复区和监护兽舍的大熊猫。工作人员向大家介绍了都江堰大熊猫 

救护与疾病防控疾控中心基本情况，并发放了有趣的"探秘卡”进 

行互动，同学们在参观体验中寻找"探秘卡” 里互动问题的答案。

在 "熊猫救援” 展厅，大家对所展示的大熊猫救护科研工作 

充满好奇，纷纷上前体验感受。憨态可掬的大熊猫更是吸引了所 

有人的眼球，大家拿出相机记录下国宝的萌样，不停向工作人员了解大熊猫的相关知识。

此次公众教育活动的开展，标志着疾控中心公众教育工作的开始，也使川港两地学生对四川地震灾后重建成果和卧龙大熊猫

保育工作有了一定了解，

重要意义。

加深了対生态环境保护重要性的认识，对促进香港、四川两地学生互动交流、建立友谊、扩阔视野有着

On November 2 3 '  2013, a public education activity 
was held at Dujiangyan Base of CCRCGP for the 

firs t time. The firs t group of vis itors are the members of the 
Hongkong Youth Development -  2013 Sichuan public 
service & Sports experience program.

The program was jo in tly  sponsored by Sichuan 
Hongkong Jockey Club O lympic Games School, Chengdu 
YMCA and Chinese YMCA of Hong Kong. In the program, 
the visiting to Dujiangyan Base of CCRCGP is an important 
part. One hundred and twenty-three students and teachers 
from  Hong Kong Baptist University, Law Ting Pong 
Secondary School, Children's Home of JinTang and other 
two schools visited the base in company with sta ff and Mr. 
Wei RongPing , v ice-d irector of CCRCGP. The group

and to promote the students' communication between Hong 
Kong and Sichuan.

2 013年11月23日、中国パンダ保護•研究センタ一都江 
堰パンダ救護•疾病予防管理センターは初回公教育 

活動を行いました。 「香港青少年発展一2013四川省社会 
サービス及び体育体験計画」を参加する青少年たちは初め 

ての見学者としてここにやって来て体験し始めました。
今回の活動は四川HKJCオリンピックスポーツスクール、 

成都YMCA、香港YMCAより共同開催するのです。都江堰パン 

ダ救護•疾病予防管理センターを見学することは今回の交 
流活動の一つの重要な部分であります。香港パプテイス卜 
大学と罗定邦中学校等の4 力所の学校および四川金堂県児 
童の家の123人の教師と学生が、中国パンダ保護研究セン 

ター副主任の魏荣平氏とスタッフの同行で、教育センター、

visited Education Centre, Panda Hospital, and saw the 
g iant pandas in Rehabilitation Area and Monitoring Area. 
The sta ff gave a brief introduction of the base, and did 
some interactive games with the students.

In the “Panda Rescue” exhibition room,students was 
full of curiosity about the panda rescue work, many of them 
went to the interactive platform to experience the work. The 
cute panda pictures caught all people's attention, they were 
eager to take photos with the picture.

This public education activ ity is the starting of the 
public education work of Dujiangyan Base. The students 
got to know much more about the giant panda conservation 
work from the activities. It is meaningful to deepen the 
importance of ecological and environmental conservation

パンダ病院、回復区と看護屋のパンダを見学しました。中 
国パンダ保護研究センターのスタッフの皆に都江堰パンダ 

救護 • 疾病予防管理センターの基本情報を紹介し、おもし 
ろ い 「探秘卡」をあげて連携し、学生たちは見学の中に 
「探秘卡J の答えを探索します。

「パンダ救援」の展示室中に、みんなは展示されたパ 
ンダの科学研究と救護の仕事は物好みが満ちて、次から次 

へと体験しました。可愛いパンダは皆の注意を引きつけて、 
みんなもカメラで国宝の萌えの形を取り出して、スタッフ 

にパンダの相関的知識を尋ねることを止めませんでした。
今回の公教育の展開は都江堰パンダ救護•疾病予防管 

理センターのはじめを表しています。とともに、四川と香 

港の学生は四川省大地震後の再建成果と臥龍パンダの成育 

の仕事を了解して、四川と香港の学生は連携は交流して、 
友好を築いて、広い視野を広げることは重要な意義であり 
ます。

在r



insemination three times. On June 28'", CCRCGP sent 
hand-rearing expert Wei Min and keeper Dong Li to Taipei 
to do the rearing work after knowing Yuan Yuan shows 
obvious prenatal behaviors.

From 2010, Tuan Tuan and Yuan Yuan were fu lly  grown 
adults, for the 4 years, CCRCGP sent experts to Taipei Zoo 
for 8 times. In 2011 and 2012, Yuan Yuan had the artific ia l 
insemination, but failed to give birth. Through both sides' 
jo in t efforts, Tuan Tuan and Yuan Yuan fina lly  had the ir cub 
this year.

1  12曰の妊娠期間を経て、7月6曰の夜20時5分、台北市 
■ 立動物園でパンダ「園園」が 1 頭の雌パンダを産み 

ました。一般的に、生まれたばかりの赤ちゃんパンダの体 
重は120— 1 50gぐらいですが、 「園園」生まれの赤ちゃん 
パンダの体重は183. 4gに達し、体長は15. 5cm、尻尾の長 

さは5. 8cm、声が大きく、とても健康な赤ちゃんです。今、 

親子は元気です。
今年、パ ン ダ 「団団」、 「園園」は繁殖シーズンで2回 

交尾しても失敗したあと、台北市立動物園が人工授精させ 
ました。中国パンダ保護• 研究センタ一が年始ごろ、前後 
2回分けて、繁殖専門家の黄炎さん、飼育専門家の董礼さ 
んを派遣し、 「園園」に対して3回の人工授精を指導しま 

した。6月28曰、 「園園」が巣作りと不安の状態を分かっ 
たら、 「園園」が初めて母親になり、子供を世話する経験 
がないことを分析したあと、研究センターは再び飼養経験 

が富んでいる魏明さんと飼育員の董礼さんを台北へ派遣し 
まし7 i。

2010年台湾に贈ったパンダ r 団団J と 「園園」は発育が 

成熟になり、四年間には、中国パンダ保護•研究センター 
は8回分けて16人の専門家を台湾に派遣し繁殖に協力しま 

した。その中で、2011年、2012年 に 「園園」に人工授精を 
したけど妊娠が失敗しました。双方の共同努力を通して、 

繁殖技術の協力と交流を強化して、今年、 「団団J と 「園 
園」がついに成功に赤ちゃんを繁殖しました。

卧龙专家̂ 年 0 次 赴台

ム ス 过 112天的怀孕期，7月6日晚20点05分，台北市立

$ エ 动 物园 大熊猫 “ 圆圆”顺利产下一只雌性熊猫幼 

仔。新生熊猫幼仔的体重一般情况下为120— 150克左右，而 

“ 圆圆”的宝宝体重183.4克，体长15.5公分，尾长5.8公分， 

小家伙叫声响亮，是个健康的宝宝，目前，母女俩状况良好。

今年大熊猫 “ 团团” 、 “ 圆圆” 在最佳繁殖时期两度"洞 

房” 失败后，台北市立动物园决定对其进行人工授精。中国保 

护大熊猫研究中心年初曾先后两次派出繁育专家黄炎、饲养专 

家董礼赶赴台北，对 “ 圆圆”三次人工授精进行现场技术指 

导。6月2 8日，得 知 “ 圆圆” 有筑巢、烦躁等产前行为后，考 

虑到 “ 圆圆” 初次当妈妈，没有带仔经验，研究中心再次派出 

经验丰富的育幼专家魏明和饲养专家董礼赶赴台北进行育幼指 

导。

2010年赠台大熊猫“ 团团”  “ 圆圆” 发育成熟，四年来， 

中国保护大熊猫研究中心先后派出8批专家16人次赴台湾协助 

繁育。其中2011年、2012年曾为 “ 圆圆” 实施人工授精，但未 

能怀孕。通过双方共同努力，加强繁殖技术合作与交流，今年 

“ 团团”  “ 圆圆” 终于修成 “正果”。

A  fter 112 days of pregnancy, at 20:05 of July 6th, the 
/  \g ia n t  panda Yuan Yuan in Taipei Zoo managed to 

give birth to a female cub. Normally a newborn cub weighs 
from 120g to 150g, but Yuan Yuan's cub weighs 183.5g. Its 
body length is 15.5 centim eters and the tail length is 5.8 
centim eters. The cub has loud voice and is healthy. Now, 
the mother and cub are good and stable.

This year, g iant pandas Tuan Tuan and Yuan Yuan 
missed the best mating time, then the Taipei Zoo staff 
decided to do the a rtげicial insemination to Yuan Yuan. 
China Conservation and Research Centre fo r the Giant 
Panda sent breeding expert Huang Yan and experienced 
keeper Dong Li tw ice to Taipei to help conducting artific ial

" 因因〃 " 國國〃终修成
e - tp c r T s  g o  i~o / ^ o o  b  i~irr\c _n 午 /  uan 1 ua

臥龍専門家が4年8回台湾へ、 「団団」、 「園園」がつい

文：任瑶 图：魏明
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熊 猫 “张醒” 描旧S 筋
Giant panda “Zhang Xianer” releasing back to the wild

パ ン ダ 「張想」を自然に戻る

野放专题 
( 二十）



On November 6th, 2013, the “Giant panda Zhang Xiang releasing back to the w ild ” 
and “the Opening Ceremony of Xiao Xianglin Giant Panda Releasing Base ” 

activ ity was held in Sichuan Liziping Natural Reserve. The activ ity was jo in tly  sponsored 
by State Forestry Adm inistration (SFA) of China and the Forestry Department of Sichuan 
Province. The trained giant panda Zhang Xiang will live in the wild enclosure of the base 
and then be released back to the wild when she has the ability to adapting herself to the 
new environment.

From the introduction of Mr. Zhang Xiwu, D irector of the Department of Wild Fauna 
and Flora Conservation and Nature Reserve Management at SFA, in recently years, China 
has made substantial achievement in strengthening the giant panda conservation work, 
making many rules to protect g iant pandas and carrying out the “Giant Panda Habitats 
Protection Pro ject” . We have built up 64 giant panda natural reserves, and the reserves 
cover 60% of wild panda habitats and 70% wild giant pandas individuals; at the same 
time, we have built up the giant panda conservation and breeding system which is made of 
China Conservation and Research Center for the Giant Panda, Chengdu Research Base 
of Giant Panda Breeding, Shanxi Da Guanlou Giant Panda Breeding Base and other units. 
Also we started up the bred giant panda reintroduction scientific  experiment. The Xiao 
Xianglin Giant Panda Releasing Base is in the Sichuan Liziping Natural Reserve, it is the 
firs t g iant panda releasing base in the world. Zhang Xiang was born and trained in the wild 
train ing enclosures in Wolong in 2011. She is the firs t ex-situ bred female giant panda 
being released, and she will have a high chance to mate in the wild.

The releasing from Tao Tao to Zhang Xiang marks that we have entered a new 
conservation stage for small population of wild pandas reconstructing and opened up a 
new epoch in g iant panda conservation.

2013年11月6日、国家林業局の野生動植物保護と自然保護区管理局及び四川林業庁 

は四川省雅安市石棉県の栗子坪自然保護区で「小相岭パンダ野生化基地」の除幕 
式、及びパンダ「張想J の自然に戻す活動を行ないました。システム的に野生化訓練さ 
れたパンダ「張想」を基地の適応区に入れて、自然の野生環境に慣れてから、大自然の 

家に返します。
国家林業局の野生動植物保護と自然保護区管理司張希武司長のご紹介では、近年来、 

中国政府はパンダ保護事業を耐えずに強化し、 『野生動物保護法』によリパンダ保護の 
政策と規定を制定し、完備しました。 「全国パンダとその生息地の保護プロジェク卜」 

を実施し、前後64力所のパンダを対象とする自然保護区を建設し、保護区の60% のパン 

ダ生息地と7 0% 以上の野外群体を覆っています。同時に、中国パンダ保護•研究セン 

ター、成都パンダ基地と陝西楼観台基地などの機関からなったのパンダ保護と繁殖の科 
学技術体系も成り立ちました上、人工飼育パンダを野生化の科学試験プロジx ク卜も実 
施されました。今回の活動は初めて使う「小相岭パンダ野生化基地」が石棉県栗子坪自 
然保護区で位置して、それは世界で初めのパンダ自然に返す基地であy ます。今回、野 

生化訓練のパンダ「張想」は臥龍自然保護区の自然の環境を真似る野生化訓練区で出身 
して、その母親「張卡J の引率に下りて、2年間の野外生存スキル卜レーニングを受け取 

りました。 「張卡」はまた第1頭の人工飼育して、野外へ返すメスパンダであり、専門家 

は 「張卡」の野外繁殖特徴から推測することに基づいて、それは野外に参与して群繁殖 
させた確率がさらに高いそうです。
パンダ「淘淘」と 「張想」が相次いで自然に戻させたことは、我が国のパンダ保護は 

「繁殖の拡大、種の保護」から、 「野外群れの品種の若返り」へと発展する新しい段階 
になリ、パンダ保護事業の新紀元を開拓することになりました。

l i l i e s

FAND ：LUBB
人間と自然^ ^

Man and Naiure B iE A S f iU i f l人与自然

月，青海湖的春天オ刚刚热闹起来。蓝色的 

j 、湖面，冰雪消融。金灿灿的油菜花和成群的 

牛羊，大片大片地散落在广袤的草原上……那种或壮阔 

或婉约的呈现在我视线里的美，我认为，是文字难以准 

确形容的。至少，我不能。

然而，事到如今，我却又不得不忌恨我不争气的眼 

睛，在贪婪地浏览四周风景的时候，看到了不该看到的 

东西。就在青海湖边那连绵的绿色的草地上，竖立着很 

长很长的铁丝围栏。起初，我并不知道这铁丝围栏的具 

体作用。直到最后，我从青海湖保护区管理局的朋友们 

那里了解到，这铁丝围栏是牧民们放牧草场的ー个分界 

线。铁丝围栏顶上密密麻麻的分布着锋利的由铁丝制成 

的刺，可以防止别的牛羊等牲畜闯入。牛羊没有擅自闯 

入，却引来了其它的动物。那就是狼和普氏原羚。当普 

氏原羚和狼相遇的时候，狼毫不客气的对普氏原羚展开 

了追杀。不得不说，狼在铁丝围栏的帮助下成为了优秀 

的杀手。哪怕普氏原羚的后腿多有力，却最终没有逃过 

铁丝围栏上尖刺的所向无敌。它回头望望身后的狼，心 

存一线希望，想要越过高高的围栏，但它终究扑到了尖 

刺上。于是，各种伤害各种疼痛，让普氏原羚柔软美丽 

的皮毛浸透在赤裸裸的血腥里。狼，冷眼旁观，慢吞吞 

地走来，面对铁丝围栏，也不敗过于放肆……

Procapra Frzewaiskn around the Qins'hai lake 

青 海 湖 の ぞ ば の オ ウ 3 ウ
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小的时候，我相信生命是强大的，生命可以打败一切。小 

的时候，我也相信，大灰狼和小绵羊也是可以成为朋友的。长 

大了，我却知道了一个可怕的事实，原来，优胜劣汰的道理是 

真的存在的，而生命是很脆弱的。可是，即便如此，普氏原羚 

的遭遇还是让我心痛不已。如果没有铁丝围栏，如果没有围栏 

上数不清的刺，也许，它可以逃脱狼的追捕。这样，人们就不 

会在铁丝网上取下或是支离破碎或是奄奄一息的它的身体。

最初听到 “普氏原羚” 这个名字，我认为，它应该是ー种 

羊。在画面上看到它，直觉它是一种漂亮的羊。一身黄褐色的 

皮毛，臀、腹部呈白色，雄性头顶有黒色的角。无论是雄性或 

雌性，脖子修长，看上去身姿优雅。据说，它们是1875年俄罗 

斯博物学家普热瓦尔斯基在中国内蒙古草原上发现的我国特有 

的动物， “普氏原羚” 的名字便由此而来。它们曾经广泛分布 

于内蒙古、宁夏、甘肃及青海，但因为人类活动影响及栖息地 

恶化，目前数量稀少，仅分布在青海省，以青海湖边居多。青 

海湖边普氏原羚的一生主要在山间盆地和湖周半荒漠地带度 

过，喜欢群居，常常以数头或数十头为群，在寒冷的冬季结成 

大群。或许，这也是为了躲避天敌的追捕和人的猎杀。随着 

青海湖旅游业的兴盛，这些年来，狼、水源、疾病、公路等 

因素的影响，导致普氏原羚的数量急剧減少。它不幸地登上 

了世界上最濒危的有蹄类动物榜首，在1996年、1998年普氏 

原羚先后被国际自然保护联盟红皮书列为极危级动物。我为 

它生命中这样的事实而感到震惊，我不知道我究竟能为它们 

做些什么。我能接受它们受到天敌的攻击，只是，真的不愿 

意再看到它们挂在铁丝围栏上的身体！

也是在那个特有的青海湖的春天，我在回程的清晨，看 

到黑突突的火车在青海湖边如画的风景里行驶，开始，很兴 

奋。转瞬，却又是莫名的隐忧。多么希望这高原的铁轨和火 

车，不要成为又一道铁丝围栏和那铁丝围栏上密布的尖刺。

August, it's the late spring in Qinghai Lake. Blue 
lake, melting snow, golden canola flowers, cattle 

and sheep can be found in the vast grassland ... what a

beautiful view, beyond description, at 
least, I can't do that.

But by now, I can't forget some 
stains in the beautiful view. In the 
green grassland, there are many wire 
fences. At first, I d idn't know why 
people make the wire fence there. By 
the end, from my friends who work at 
Qinghai lake natural reserve I got to 
know that the wire fences were the 
boundaries made by the farmers. On 
the fences, there are many w ire 
thorns, they can stop the domestic 
animals from entering. What a pity, 
the domestic animals don't enter the 
land, but other animals come. They 
a re  w o lv e s  a n d  P r z e w a ls k i 's  
G a z e l le s .  W h e n  w o lv e s  m e e t 
P rzew a lsk i's  G azelles, the k illing  
comes. With the help of the fences, 
wolves becomes good killer. Even the 
Przewalski's Gazelle has strong hind 

legs, he lost the fight to the fences. Look around, jumping 
over the fences is the last life hope for him, he doesn't jump 
over but to be hurt by the pickles. So the Przewalski's 
Gazelle died painfully. Its beautiful fur saturated the warm 
blood. The w olf walks close to the Przewalski's Gazelle 
slowly, to face the wire fence. It still keep some distance 
away from the wire thorns...

When I was a child, I believed life is powerful, and it 
can beat everything. When I wad a child, I believed that 
sheep and w olf could make friends with each other. As I 
grew up, I know a fact: the fittest survives and life is fragile. 
Even though, I am sad about the death of Przewalski's 
Gazelle. If there was no fence, if there was no thorn on the 
fence, maybe, the Procapra przewalskii could escape the 
wolf. If so, we would not find the dying Przewalski's Gazelle 
body.

At the beginning of I heard the name of Przewalski's

^ 2

Gazelle, I think it is a kind of 
sheep. Seeing from the picture, I 
feel that it is a kind beautiful 
sheep. A yellowish brown coat, 
white hip and belly, male with 
black horns. They have slim neck, 
with elegant posture.

It's said that the Russian 
n a tu ra l is t  P rz e w a ls k i fo u n d  
Przewalskii's gazelle was native 
to China on the Inner Mongolia 
grassland in 1875，with the name 
from the naturalist's. It was w idely 
d is tribu ted  in Inner M ongolia ,
Ning Xia, Gan Su and Qing Hai.
Influenced by human activity, their 
habitat deteriorated, now they are 
rare and only can be found in Qing 
Hai Province, mainly around the 
Qing Hai Lake, maybe the reason 
fo r they staying there is to escape 
the  h u n te rs . A lo ng  w ith  the 
tourism  deve lopm ent and the 
effect by wolf, water, disease and 
roads, the number of Przewalskii 
G azelle  is decreasing rapidly.
Unfortunately, it got the firs t place 
of the list of the most endangered 
hoofed mammals in the world, in 
1996 and 1998，the Przewalskii 
G a z e lle  w as h a ile d  as th e  
endangered species in the red 
book by International Union for 
C o n s e rv a tio n  o f N a tu re  and 
N a tu ra l R e s o u rc e s . I fe e l 
shocked  by the  s itu a tio n  o f
Przewalskii Gazelle, I don't know what I can do. I can 
accept the fact that they were hunted by their natural 
predators, but I don't want to see them trapped by the wire 
fences.

That's a unique spring in Qing Hai Lake. On my back 
journey morning, I saw the black train running around the 
picturesque lake. I am happy and excited at first, then 
strangely sad. I hope the trains don't play the role of the 
fences and the thorns.

A 月、青海湖の春はますます暖かくなります。湖面が青ぐ 
氷雪が溶けています。金色の油菜の花と寄り集まった 

牛と羊が大びらに草原に落ちられています。そんな雄大的、婉曲 

的な美しさが私には文字では正しく表現できないと思います。少 
なくても、私自身はできないと思っております。

しかし、今まで、私の意気地がない目を嫉妬しなければなリ 
ません。周りの風景を貪婪に見たとき、見れないものを見ました。 
青海湖そばのうねりながら長く続ける芝の上に長い鉄条のような 

欄を囲むことを立つことでした。最初、あの欄の効用も私がわか 
りませんが、青海湖の管理局の友人から聞いたら、この欄は牧

畜民が牧草地帯の境界線であります。鉄条作成したとげから欄 
の真上に針をびっしり分布していて、牛と羊などの家畜を乱入す 

ること防止できることです。牛と羊などの家畜を乱入することはな 
いが、他の動物を引いてくれました。それは狼とオウヨウ「中国特 
有の力モシ力の一つの種類」であります。狼はオウヨウにあった 

ら、必ずオウヨウを追い殺すことをします。鉄条網のお蔭で、狼 
は優秀な殺し屋になったと言わなければいけません。オウヨウの 
後足がどれだけ有力としても、鉄条網の上の針から逃げなかっ 
たです。オウヨウは背後の狼を眺めて、かすかな希望を持ち、高 
い欄を越えたらよいが、針の上に跳びかかることだけです。そこ 

で、様々な痛みはオウヨウの柔軟な美しい毛皮に赤裸々な血に 
生臭いことに滲ませます。狼、冷たい目で傍観し、のろのろ歩くく 

れて、欄を面して、あまり放恣を敢えてないのです。
小さい時、生命が強大で、生命は一切に勝つことができると 

思っていました。小さい時、大きい灰い狼と小さい綿羊も仲間に 
なることができると信じていました。大人になったら、この恐ろし 

い事実を分かって始めました。それは、優勝劣敗の道理は本当 
に存在し、生命は非常に脆弱のことでした。しかし、道理であって 
も、オウヨウの遭遇にひどく心が痛んでした。もし、欄がなければ、 

針もなければ、もしかしたら、オウヨウは狼の追跡から抜け出る 

ことができます。そして、人々はよく欄の上にオウヨウの支離滅 
裂あるいは気息奄々の体を取ることではないでしよう。

辆圆麵瞢鱗綠
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最初、「オウヨウ」という名前を聞いたら、それが一つの種類 
の羊と考えていました。画面に見れば、美しい羊であると直感し 

ました。きつね色の毛皮、尻っ臀、腹部は白色を呈して、雄性の 

頭には黒い角があります。雄性でも、メスでも首は細長〈て、姿 
が優雅であるように見えます。話によると、それらは1875年のロ 
シア博物学者Przewalski氏は中国内モンゴル草原に見つかる我 

が国特有の動物であり、「オウヨウ」の名前はこれから来たので 

した。「オウヨウ」は以前内モンゴル、寧夏回族自治区、甘肅と青 
海に広く分布していたが、人間の活動の影響及びその生息地の 

悪化で、今は希少になり、青海省特に青海湖の沿岸に分布して 
います。青海湖そばのオウヨウは主に山間盆地と湖の週の広漠 
の地帯で存在し、群居することが好きで、数頭あるいは十数頭の 
オウヨウが群れになり、寒い冬に大群になります。もしかしたら、 

これもは天敵の追跡と人間の猓と殺を避けるためだろう。青海湖

の観光産業の繁栄に伴て、近年以来、狼、水源、疾病、道路など 

の影響で、オウヨウの数量は急激に減少の状態であります。オ 
ウヨウが薄幸で世界で最も危険が近づく有蹄類動物第一位にな 

り、1996年、1998年の前後、オウヨウは国際自然保全連盟紅皮 
書にきわめて危ない動物と記録されました。それのような事実に 

驚き、一体何かしたらよいのか私もわかりませんでした。オウヨ 
ウは天敵の追跡を受けられても受け入れますが、欄の上にオウ 

ヨウの支離滅裂あるいは気息奄々の息の体をどうしても見たくな 
いのです。

あの青海湖特有の春に、帰る朝、絵のような景色青の海湖沿 
岸を走っていた汽車を見て、とても興奮していました。しかし、言 

い表せない潜在の悲しみを感じました。この高原のレールと汽車 
はもう一つの鉄条網とびっしりの針にならないようと心から望ん 

でいます。
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Ifiant Panda is a iUysterY
パンダは謎
文：Adrian Lowe

中国保护大熊猫研究中心雅安 

$峰峡基地，春雨绵绵。来自澳大 

利亚的爱心体验者Adrian Lowe切着窝窝 

头，他将和饲养员王师傅一起，给熊猫喂 

食。

20几天以前，Adrian Lowe利用好不容 

易申请到的假期，来到了令他魂牵梦绕的 

中国保护大熊猫研究中心雅安碧峰峡基 

地。能和熊猫近距离接触，他难掩心中的 

激动，兴奋地跳起来。尽管每天的工作都 

是重复的给熊猫打扫、喂食，但Adrian 
Lowe说： “和熊猫一起生活，我感到很幸 

福 。 ” 除 了 正 常 的 工 作 以 外 ，Adrian
人：nunan L,i>nr LOWe利用假期在各国做志愿者。也就是去

年在泰国志愿教英语的时候，因为工作地 

■ 点与清迈动物园很近，所以顺道过去看望 

熊猫 , 这也是他第- 次看到真正的熊猫。
| j Adrian Lowe说： “从小我知道有熊猫这一
^  ■ • 一 如 ^ ^ 物神，就无比热爱。但那时澳大利亚根本

没有熊猫，_ 切的信息都是从网上获取，熊猫对我来说是一个谜，非常美妙。直到去年看到了真正的熊猫，我決定一定要来熊猫 

基地给熊猫近距离接触。给熊猫做志愿服务就是最好的办法。”
为什么来到研究中心？ Adrian Lowe说，这里的环境更安静，生态更好，熊猫住的地方更接近野外环境。通过20多天的志愿 

服务，对Adrian Lowe来说熊猫这个“谜” 已经解了一大半。Adrian Lowe发现熊猫每天吃的竹子远比他想象中的多，而且熊猫慈 

态可掬，很容易相处，工作人员也非常和蔼。Adrian Lowe说： “也许是工作人员和熊猫相处久了，性格也受到熊猫性格的影响 

吧，非常容易相处。”
由于Adrian Lowe假期只有一个月，他必须在这周六回国工作。 “ 回到澳大利亚，我将向身边人的讲述我在这里做志愿服务的 

点点滴滴，宣传更多的人爱护熊猫，给熊猫做爱心服务。’’

%



I \ / l a r c h  2013 - It is spring at Ya'an Bifengxia Base of 
■ V  ■ CCRCGP. Adrian Lowe from Australia works with 

his keeper master Wang to prepare Wo Wo Tou (panda 
cake) which they later fed their pandas.

Adrian arrived 20 days ago, using some of his vacation 
days to realise his dream of volunteering at Ya'an Bifengxia 
Base of CCRCGP. He is very happy and excited to be able 
to watch giant pandas at close range. Although his daily 
cleaning and feeding chores are the same everyday, Adrian 
says, “ I feel very happy to be living with pandas.” He has 
sp e n t p re v io u s  v a c a tio n s  v o lu n te e r in g  in d if fe re n t 
countries. Last year, when he volunteered as an English 
teacher in Thailand, he found that the place was close to 
Chiang Mai Zoo and saw his firs t “ live” giant panda 
th e re .T ve  loved the giant panda very much since I was 
young. At that time, there were no pandas living in 
Australia, all the information about giant pandas I found 
from websites, the giant panda is a mystery to me, a 
wonderful animal. A fter seeing my firs t giant panda last 
year, I decided I must come to Bifengxia for an even closer 
encounter. To be a volunteer fo r giant pandas here is the 
best way to do it.”

When asked why he came all the way to Bifengxia, 
Adrian said that the environment here is quiet and also 
much closer to the giant panda's natural habitat in the wild. 
Over the last 20 days, his daily encounters with the giant 
panda have helped solve half the mystery. He found that 
the giant panda eats much more bamboo than he had 
expected, it is cute and easy to get along with, and the 
keepers are nice, too. Adrian said, “Maybe it is because I 
have been working with the keepers and pandas that I find 
myself a calmer and less stressed person these days.”

With his month of volunteer work coming to an end, 
Adrian will be flying home to go back to work soon. “When I 
return to Australia, I w ill share my volunteer experience 
with fam ily and friends, and hope the detail swill encourage 
them to start loving giant pandas and doing something, 
such as volunteering, for them, too .”

3月、中国パンダ保護•研究センタ一雅安碧峰峡基地、春雨 
は綿々しています。オーストラリアからの飼育体験者の 

Adrian Loweさんはパンダケ一キを切って、飼育員と一緒に、パ 

ンダに食べ物をあげます。
20日前に、Adrian Loweさんは休暇を利用して、彼の寝てもさ 

めても追いかける中国パンダ保護•研究センタ一雅安碧峰峡基 
地に来ました。パンダに近距離の接触することができて、彼は非 
常にわくわくしてて、興奮で飛び上げそうでした。毎日もパンダに 

掃除して、食べ物をあげるのような仕事を重複しますが、「パンダ 
と一緒に生活できて、とても幸せを感じます」とAdrian Loweさん 

はそう言いました。日常の仕事以外、Adrian Loweさんは休暇を 
利用してボランティーアとして各国を巡っています。去年はタイで 
英語を教えるとき、勤務先とチェンマイ動物園がとても近くて、そ 

のきっかけで、初めて本物のパンダを見ました。「小さいときから 
パンダを分かって、とても大好きです。しかし、その時は、オース 

卜ラリアにはパンダが1頭もいなくて、すべての情報はネットから 
得ます。パンダは私にとって一っの謎であり、非常にすばらしい 
です。去年に至るまで、本当のパンダを見て、私は必ずパンダ基

地でパンダと近距離に接触することを決めました。パンダ飼育ボ 
ランティーアは最も良い方法であろう」とAdrian Loweさんはそう 

言いました。
研究センタ一に来る原因を聞いたら、Adrian Loweさんそのよ 

うに述べました。「ここは環境が静かで、生態もより良くて、パン 
ダが住む場所は野外の環境にもっと似ています」。20日間の飼 

育体験は、Adrian Loweさんにとって、このパンダの「謎Jがだん 

だん解かれました。パンダの毎日の食べる竹は彼の想像よリ 
もっと多いです。また、パンダはかわいくて付き合いやすく、ス 

タッフも非常に親しいです。「たぶん飼育員とパンダが長く付き 
合っていて、性格もパンダに影響されて、付き合いやすくなりま 
すよね」とAdrian Loweさんそう言いました。

Adrian Loweさんは休暇が1 力月しかありませんので、彼 

は今週の土曜日に帰国しなければならないです。「オース卜 

ラリアに帰る後、回りの人にここでの飼育体験のことを紹介し、さ 
らに多くの人々がパンダを愛し、パンダにサービスするようと呼 
びかけます」とAdrian Loweさんと話しました。

黄连，也称川蓮，渐危种，是产于中国的ー种金线类植 

物。它的根茎在中国传统中医中被广泛使用，同吋，它也是异 

喹啉类生物碱，小檗碱，非洲防己碱，白毛莨碱，和黄连碱等 

的重要来源。它是中国传统中医药中50种基础中药中的ー种， 

它被叫作短萼黄连。

保护价值：由于黄连素有极强的染色效果，它被当成传统 

的染料，尤其对羊毛和其他的维修有很好的染色效果。

分布：黄连生长在海拔1000-1900m的山谷凉湿荫蔽密林 

中，广泛分布于四川、西藏、湖北、江西和陕西省。

主治：用于湿热肝脾肿胀，黄疸，消化不良，糖尿病， 

呕吐泻痢，高热神昏，心火亢盛，心烦不寐，血热吐衂，目 

赤吞酸，牙痛，瘫肿疔疮。

C o p t is  ch i n e n s i s ,  also Chuan Lian in Chinese, 

vulnerable species, is a species of goldthread native to 
China. The rhizomes of Coptis chinensis are used in 
Traditional Chinese Medicine and serve as a source for the 
isoquinoline alkaloids berberine, palmatine, hydrastine, 
and coptisine among others. It is one of the 50 fundamental 
herbs used in trad itional Chinese medicine, where it is 
called Duan E Huang Lian.

C o n s e r v a t i o n  V a l u e :  Because of the strong 
coloring quality of berberine, it has been trad itionally used 
as a dye, especia lly for wool and other fibers.

D i st r ibut io n:  Coptis chinensis lives in the mixed 
damp and ch illy  forests, valleys and mountains at an

臥龍の珍物（十九）
Precious Species of Wolong (19)

WOLONG PAW DA CLUB_

黄连
Coptis chinensis F ra n ch . Var. chinensis 

才ウレン

供稿：周世强

altitude from 1000-1500 meters. It is w idely d istributed in 
Sichuan, Xizang, Hubei, Jiangxi, Shanxi and Jiangxi 
province.

A c t i o n s  & I nd i c a t i o n s :  For re lie f of heat toxicity, 
indigestion, diabetes, inflammation of intestine, diarrhea 
caused by bacterial infection, high fever, restlessness and 
insomnia, spitting blood, nose bleeding due to heat in 
blood, red eyes and excess stomach acid, tooth ache, 
boils.

オウレンは「川蓮J とも言います。危篤で、中国の金線 
類植物です。その根茎は中国の漢方医では広く使用され、 
そのもイソキノリンアルカロイド、ベルべリン、コロンバ 
イン、コプチシンの重要な出所であります。それは中国の 
漢方医の50種類の基本漢方薬の中の一種類であy 、 「短萼 

オウレン」 とも言います。
保護価値：オウレンは色染には強くて、伝統的な染料と 

して、特にウール及びその他のメンテナンスに色染の効果 
がよいです。
分布：海抜の1 0 0 0 -1 9 0 0 m の山間の樹陰地に自生し、ま 

たは、四川、チベット、湖北、江西と陝西などで広くに分 
布しています。

効用：心を瀉し、痞を除き、熱を清し、眸を明らかにし、 
腸を厚くし痢を止み、傷寒、熱盛心煩、菌痢、熱瀉腹痛、 
吐衂、消渴、疳積、回虫病、百日咳、咽喉腫痛、ロ瘡、湯 

火傷を治します。

卧龙拾珍 

(十九）

( 本版图片来自互联网）
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卧龙大熊猫倶乐部衷心感谢所有大熊猫爱好者对大熊猫保 

护事业的关心和支持。

Wolong Panda Club gives thanks to all of the panda 
lovers who have dedicated the ir efforts to the conservation 
and support of the giant panda.

すべてのパンダ愛好者の皆様にパンダ保護事業に対する 

関心と支持を衷心より深く感謝致します。

卧龙大熊猫俱乐部的账号如下：
开户行:中国银行都江堰支行 
户名:卧龙大熊猫俱乐部 

人民币账号：115804085960 
美元帐号：127961554775 
银行代码:B K CH CN BJ570

Bank Account: Bank of China Du liangyan  Sub-Branch 
Account name: W olong Panda Club 
Account number for RMB: 115804085960 
Account number for US dollars: 127961554775 
Swift Code: B K CH CN BJ570

臥龍パンダクラブの口座番号は下記通り：
銀行名:中国銀行都江堰支行 
口座@義:臥龍パンダクラブ 
人民元口座番号：115804085960 
米ドル口座番号：12*7961554775 
銀行コード：BK CH CN BJ570

联系方式
地址：中国四川省雅安市雨城区沙湾先锋路155号 

熊猫基地卧龙大熊猫俱乐部
邮编
电话
传真

625000
86- 835 -2318216 
86-835-2318216

电子邮箱：pandaclub@ vip.163.com 

C o n t a c t  us:
Add: Wolong Panda Club, Panda Base, No.155 Xianfeng 
Road, Yucheng D istrict, Ya'an,
Sichuan, P.R.C
Zip code: 625000
Tel: 86-835-2318216
Fax: 86-835-2318216
E-mail: pandaclub@ vip.163.com

遵格

住所：中国四川省雅安市雨城区沙湾先鋒路155号 
熊描基地臥龍大熊描倶楽部 

郵便番号：625000 
電話：86-835-2318216 
ファックス：86-835-2318216 
Eメ 一ル：pandaclub@ vip. 163. com

Andreas Freund Germany

Anne Wescott Dodd USA

Annette Yuen(阮德慈） Canada

Ayesha Jeanette Javed Lovlimo 

Brad Brieman 

Bussakorn Rittitada 

Carol Loveless 

Charlene Johnson

Chet Chin

Christie Harper

Damon &Teri Ground

Diana Cranford 
Dianna Fong
Dorothy Wellwood 
and Alastair Swanson

Ellen Keely

USA 

USA 

Thailand 

USA 

USA

Malaysia

USA

USA

USA
S in g a p o re

UK

USA

Ellie Fajer USA
Emily Young USA

Evan Pivonka USA

Francine Mandeville USA

Gayle しego USA

Ding Ding 

Tian Bao 

Xi Shan 

Xiao Lu 

Yau Yau II 

Si Jia Yuen 
Yang Hua 

Bug

林冰

Hope

Han Han 
Feng Er 

Yoong Ping 

ZhenZhen 
Ling Ling 

Tan Tan 
Lin Ping 

Mu Mu 

Su Shan 

Hua Mei 
Mei Sheng 
Ting Ting 

Wei Wei 
Hua Long 

Hua Ao 

Hao Hao 

Shen Bin 

Su Lin 

Da Hua Shen 
Yang Hu 

Yuan Zai 

Hua Mei's 2013 cub 

Zhen Zhen 

Su Lin's 2011 cub 

Hai Zi's 2nd cub 
Zhuang Mei 

Ao Ao 
New Hampshire 

CaiTao 

Min Min

Nov-13

Nov-13

Dec-13
Sep-13

Oct-13

Oct-13

Dec-13
Aug-13

Oct-13

Dec-13
Sep-13

Sep-13

Sep-13

Dec-13

Dec-13

Dec-13

Nov-13

Nov-13

Dec-13
Aug-13

Aug-13

Aug-13

Aug-13

Aug-13

Aug-13

Aug-13

Aug-13

Aug-13

Aug-13

Aug-13

Aug-13

Aug-13

Aug-13

Aug-13

Nov-13

Jul-13
Sep-13

Dec-13

Dec-13

Dec-13
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Velia Watts Canada Bao Bei Jul-13Grace Fisher

In Honor of Carol Collins USA Cai Yun Dec-13

In Honor of Mao Mao USA Wen Yu Dec-13
In Honor of Master Zhou Ting-Jue USA Mei Ling Dec-13

Jerry & Suzanne Braden USA
Harvey Jr. 

Su Shan

Dec-13

Dec-13
Jim & Ashley Oberhofer USA Tammy Sue Aug- 13

Judy Etherington USA Si Jia Jul-13

Judy Dolan USA
Huan Huan 
Qian Qian

Dec-13

Dec-13
KanjanaSilpa-archa Thailand Lin Ping Nov-13

Karen Willie USA
Pan Pan 

ZhiChun

Dec-13

Dec-13

Karom & William Burke USA
Bai Xue 

Jin Ke

Jul-13

Jul-13

Linda Wroth USA Hai Zi Dec-13

Marty Leonard 
and Lyda Hill USA

Lyda

Oso

Dec-13

Dec-13
Mary Vinquist USA QiQi Dec-13
Melissa Rowcotsky USA Boop Dec-13

Michelle Fitz-Gerald USA Han Han Sep-13

Mollie Rivera USA Hua Mei Dec-13
Molly Reinmann USA Yi Ran Dec-13

Nattaprapa Suriyamontol Thailand Lin Bing Nov-13
Nottaporn Visutasunthorn Thailand 林冰 Sep-13

Patricia Millius USA Miracle Aug- 13

Prapasri Dumsa-ard Thailand Lin Ping Nov-13
Randy Sterkel USA Yun Hui Aug- 13

Richard Pearsall USA Panda-monium Sep-13

Ron Telesko and 
Susan Telesko USA

Su-Lin

Ar-Lin

Dec-13

Dec-13

Rosemary Richards Australia
Quantas 

Su Shan

Aug- 13 

Nov-13

Sanyaluk Pramanpol Thailand
Zhuang Mei 

Bai Xue

Nov-13

Nov-13
Shannon Tucholski and Tiffany Finley USA Yi Ran Nov-13

Sophia Urn USA Yun Hui Dec-13

St. Peter's Lutheran Church USA Boomer Aug- 13

Susan Guill USA Ying Ying Sep-13
Tom & Monica Rogan USA Peter Aug- 13

Walter & Rebecca Kopcza USA Saba Dream Dec-13
Wayne Robinson Australia Jasmine Dec-13

Wenyang Liao(麼文阳） 中国 Feng Yi_s 2013 cub Nov-13

Jin Ke Aug-13
William & Karom Burke USA

Bai Xue Aug-13

秀珍 Aug-13
Yijie Zhu(朱伊洁） 中国

怡然 Jul-13

厉蕊 中国 彤彤 Sep-13

奥田雅美 日本 奈奈 O ct-13

本多享子 日本 立立 曰曰 Jul-13

出久根珠真子 日本 宜萼 Jul-13

大塚爱 日本 桃桃 Sep-13

峰泽彰宏 日本 峰峰 O ct-13

宫武哲也 日本 JJ Nov-13

河合正行 日本 晶晶 Sep-13

錄慶子 日本 慶慶 Aug-13

菅美智子 日本 Na Na Sep-13

菅美智子 日本 Herbie Sep-13

金田弘美 日本 Aug-13

铃见庆子 日本 铃铃 O ct-13

彩花 Jul-13
人见尚美 日本

小水秀 Dec-13

若林律子 日本 祥祥 O ct-13

松村陽子 日本 陽陽 Sep-13
Jyon Jyon Jul-13

田中明美 日本 林冰 Nov-13
nyon nyon O ct-13

須山聡美 日本 美虹 Jul-13

萱沼美香 日本 美花 Jul-13

塚越彩乃 日本 彩森 O ct-13

费翔 美国 翔翔 O ct-13

奔驰中国 由同
星雅 Dec-13

北京奔驰
十m

星安 Dec-13
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梅赛德斯-奔驰星愿基金
Xurturing Uie Worfa! of Tomorrow

行̂!! •成就•未来

Mercedes-I

梅赛德斯- 奔驰

大g陽顧 l i罐目綳議撕0
Mercedes-Benz

Mercedes - Benz - Giant Panda adoption and new cooperation project for Dujiangyan base launch ceremony was held in Ya'an
メルセデスベンツがパンダを里子パンダに、

2 013年12月2 4日，北京梅赛德斯- 奔驰销售服务有限 

公 司 “走进雅安，爱在继续一大熊猫认养暨都江堰新 

合作项目启动仪式”在中国大熊猫保护研究中心雅安碧峰峡基 

地举行。中国保护大熊猫研究中心主任张和民先生、副主任李 

德生先生和北京汽车集团有限公司副总经理、北京奔驰汽车有 

限公司董事、高级执行副总裁及党委书记蔡速平先生、北京梅 

赛德斯- 奔驰销售服务有限公司高级执行副总裁、星愿基金管 

理委员会主席李宏鹏先生，以及中国保护大熊猫研究中心员エ 

和由奔驰员エ、经销商、车主等组成的100多 位 “星愿使 

者” 冒着严寒共同见证了此次认养和项目启动仪式。

仪式现场，蔡速平先生和李宏鹏先生代表奔驰宣布终生认 

养了中国保护大熊猫研究中心2013年夏天出生的一对双胞胎大 

熊猫宝宝，并取名为 “星雅” 和 “星安” ，并捐赠150万元人 

民币用于都江堰的新合作项目。张和民主任代表研究中心致 

辞，对奔驰的这一爱心行为表示高度赞扬，并感谢梅赛德斯-  
奔驰星愿基金长期以来对研究中心和大熊猫所给予的无私帮

及び都H：塯新協カブロジェクトの起動儀式が雅安で

助。仪式上蔡速平先生、李宏鹏先生向研究中心赠送了捐款支 

票，研究中心将代表爱心的认养证书颁发给了他们表示感谢。

4.20地震中，中国保护大熊猫研究中心雅安碧峰峡基地部 

分建筑遭遇破损。震后，碧峰峡基地的大熊猫和人员大多数都 

得到了很好的安置，破损的建筑给基地内的大熊猫圈舍管理增 

添了不安全的因素，使得雅安碧峰峡基地的大熊猫管理工作运 

行压カ增加，也给员エ的工作、生活带来了不便。梅赛德斯-  
奔驰星愿基金得知这一情况后，主动提出向研究中心捐赠事 

宜，以解碧峰峡大熊猫基地的燃眉之急。

梅赛德斯- 奔驰星愿基金多年来一直不遗余力地关注和支 

持大熊猫保护事业，特別是大熊猫生存环境保护工作的开展， 

2009年终生认养了研究中心一对大熊猫并取名"星徽” 和 “星 

睿” 。此次奔驰的爱心捐赠是其爱心的延续，也是高度社会责 

任感的体现，同时，这也推动了中国保护大熊猫研究中心大熊 

猫保护工作的开展。

走进雅安最在继续
Nurturing Ya'an, Spreading Love
大熊猫认^都江堰麵乍项目启动仪式

das A d o p t i o n ^ ^ ^ K f f  Cerem ony f £  :  Ips-Benz Assistance Programme 
h ina C o n s e r \ '^ ^ ^ R e s e a r c h  C e n t e ^ ^ ^ i i a n t  Panda in Duji.

I
fi限公司(腿S)

%

On December 24th,2013, The activ ity of “Nurturing 
Ya'an, Spreading Love - Pandas Adoption and K ick-off 

Ceremony for Mercedes-Benz Assistance Programme to China 
Conservation and Research Center for the Giant Panda" was 
held at the Ya'an Bfiengxia Base of CCRCGP. The activ ity was 
held by Beijing Benz Automotive Co., Ltd, (BBAC) and Beijing 
Mercedes-Benz Sales Service Co., Ltd.(BMBS). Mr. Zhang 
Hemin, d irector of the CCRCGP, Mr. Li Desheng, deputy director 
of CCRCGP, Mr. Cai Suping, d irector of BBAC, Mr. Li Hongpeng, 
vice president of BMBS, CCRCGP staff, and more than 100 
Xinyuan emissaries, comprised of BMBS staff, d istributors and 
car owners, w itnessed and attended the activity.

At the ceremony, Mr. Cai Suping and Mr. Li Hongpeng 
announced that Mercedes-Benz made a 丨げetime adoption for the 
twin pandas who were born in the summer of 2013，and named 
them “Xing Ya” and “Xing An”，besides the adoption, Mercedes- 
Benz donated 1,500,000 RMB to the Mercedes-Benz Assistance 
Programme. Mr. Zhang Hemin spoke highly of this act of 
Mercedes-Benz Fund and thanked them fo r their long-term help 
to the CCRCGP. In the end, Mercedes-Benz and CCRCGP 
issued the certificates to each other.

The CCRCGP sustained partly damage from the "4.12" 
earthquake in 2013. A fter the earthquake, pandas and sta ff of 
the base were well set in the Ya'an Bifengxia Base, the damages 
on the giant panda enclosures and buildings increased the 
pressure on the panda daily management of the Bifengxia Base. 
Also it brought inconvenience for the work and life of the staff. As 
soon as the Mercedes-Benz Fund knew this, it offered to donate 
to the CCRCGP.

Mercedes-Benz Fund spares no efforts in supporting giant 
panda conservation, especia lly the habitat conservation work. In 
2009, it adopted a twin giant pandas for a lifetim e at the CCRCGP 
and named them "Xing Hui" and "Xing Rui". And th is new 
donation was an extension of the ir love and the ir social 
responsibility, at the same time; it w ill fu rther prompt the panda 
conservation and research at the CCRCGP.

2013年12月24日、北京メルセデスベンツ販売_サービス有限 
会社は「雅安へ、愛の続き、パンダを里子に及び都江堰新 
協力プロジエク卜の起動儀式」が中国パンダ保護•研究セン 

ター雅安碧峰峡基地で開催されました。中国パンダ保護•研究 
センター主任の張和民氏、副主任の李徳生氏及び北京自動車グ 
ループ有限会社副総経理、北京ベンツ自動車有限会社董事、高 
級執行副総裁と党委書記の蔡速平氏、北京メルセデスベンツ販 
売 • サービス有限会社高級執行副総裁、 「星願」基金管理委員 
会主席の李宏鵬氏、及び、中国パンダ保護•研究センターの 
スッタフ、北京ベンツ自動車有限会社スタッフ、取次贩卖店、 
車の持ち主等100人以上の「星願使者」として活動に参加しまし 

たo
儀式では、蔡速平氏と李宏鵬氏はベンツを代表して中国パン 

ダ保護 •研究センターの2013年夏に生まれた双子パンダを里子 

パンダにして、それぞれ「星雅J と 「星安」と名づけました。 
都江堰新協力プロジエク卜に150万元を寄付しました。中国パン 

ダ保護 •研究センター主任の張和民氏は研究センターと代表し 
てご挨拶をしました。ベンツ自動車有限会社の愛を込めた行為 
を高く評価し、メルセデスベンツの「星願」基金が長期間の研 
究センターとパンダへの無私のご援助に感謝の意を表しました。 
儀式では、蔡速平氏と李宏鵬氏は研究センターに寄付金小切手

を贈って、研究センターは里親証書をあげて、感謝 
の意を表しました。

4 . 20雅安大地震後、中国パンダ保護■研究セン 

ター雅安碧峰峡基地の一部分の建物が破損されまし 
た。地震後、雅安碧峰峡基地の大部分のパンダとス 
タッフ適当に手配されましたが、破損の建物は基地 
内のパンダ小屋の管理作業も不安全になり、パンダ 

管理仕事上の圧力も倍増され、スタッフの仕事と生 
活も不便の状態でした。メルセデスベンツの「星 
願」基金はこの情況を分かってから、研究センター 
に寄付することを自発的に提出しました。

メルセデスベンツの「星願」基金は長い間、パン 

ダ保護事業、特にパンダ生存環境保護仕事の展開に 
関心と支持しています。2009年、研究センターの双 
子パンダを里子パンダにし、 「星徽」和 「星睿」と 
名づけました。今回のメルセデスベンツの寄贈はそ 
の愛の続きであり、同じく メルセデスベンツの高度 
な社会責任感の体現であります。同時に、中国パン 
ダ保護 _研究センターのパンダ保護事業の発展を推 
進しました。
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