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「世界最大の卵を持っている男」
動物学博士・作家・たまご博士

吉 村 卓 三
私は大阪の呉服屋の次男として生まれました。経済的
には不自由ではない暮しでしたが、小学校５年生から社
会人になるまで学校の月謝から衣服代に至るまで、親か
ら１銭ももらいませんでした。それは、縁日で買った４
羽のひよこを 200 羽まで増やしてその卵を売っていたか
らです。売上が貯まるとすぐに郵便局へ貯金していたので
「貯金坊や」と言われて有名になりました．郵便局の月刊
雑誌の表紙を飾ったことがあるほどです。それほど貯蓄に
励んだのも、いつか自分で動物園を作りたいと思っていた
からでした。その夢は叶いましたが、その後にもますます
動物達と命の根源である卵への探求は深まりました。
私は 45 年かけて世界を飛び回り珍しい卵を集めてき
ました。その中で本日はギネスに載った世界一大きな卵
を持って来ました。22 年前にマダガスカル島で見つけ
たエレファントバードの卵です。この鳥は 230 年前に
絶滅しています。ある国の博物館の館長に１億円で買い
たいと頼まれたこともある国宝級の卵です。今日は皆様
に触っていただきます。ちょっと身近な卵のお話もします。
卵の鮮度を保つためには尖っている方を下に向けて冷
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蔵庫に入れることです。卵に在る気室を上にするとバラ
ンスが良くて長持ちするのです。もし卵の鮮度を確かめ
たいときは塩水に卵を入れて沈んだら大丈夫です。
また、
耳の傍らで卵を振り音がしたら駄目です。それからスー
パーで売っている高い卵も安い卵も栄養価は一緒です。
しかし、生で食べた時には高い卵の方がやっぱりコクが
あっておいしいですよね。私は今までいろいろな卵を食
べましたが、その中でも孔雀の卵が−番おいしかったで
す。卵は捨てるところがないようにすべて使えます。卵
の薄い卵膜でさえ化粧品の材料になります。
よく卵の「か
らざ」という白い部分を取る人がいますが、ここは高蛋
白で肌もつるつるになるので是非食べてくださいね。
まだまだお話したいことは山ほどありますが別の機会
がありましたら、今度は是非、動物達の話もさせていた
だきたいと思います。
コレクションの中からお持ち頂きました。
動物学博士の私は、
小さいときから「おかしな生き物」
が大好きで、世界中から鳥類、爬虫類、恐竜のタマゴを
コレクションしてきました。その数は 5000 点を超え現
在世界最多のコレクションとしてギネスブックに申請中
です。そのため「タマゴ博士」とも呼ばれています。
私が保有する中で最も大きい“世界最大”のタマゴは
絶滅したエピオルニスのもので、大きさは現存する生き
物の中で最大のタマゴであるダチョウの７倍、そしてに
わとりのタマゴの 140 倍もの大きさになります。 一方
最も小さいものは、“世界最小”の鳥であるマメハチド
リのものでちょうど小豆くらいの大きさです。
ところで、私がなぜそんなにタマゴに興味を持つよう
になったかと言うと、タマゴは多くの命を生み出す「命
のカプセル」だからなのです。
〜オフィシャルホームページより〜

＜出席報告＞
本 日 2月17日 会員数 60名 対象者 55名 出席者 45(40)名 出席率 72.73％
前々回 2月 3日 会員数 60名 対象者 55名 出席者 45(42)名 出席率 76.36％ MUP 2名 計 44名 修正率 80.00％

エピオルニス
（Aepyornis イーピヨルニスとも）は、
アフリカのマダガスカル島に近世まで生
息していたダチョウに近い巨大な地上性
の鳥類で史上最重量の鳥類である。
（歴史
上最も身長が高い鳥類はジャイアントモ
アと言われている）（ヨーロッパ人がマダ
ガスカル島に本格的に訪れるようになる
16 世紀には既に絶滅していたと言われる
が、一説に 1840 年頃まで生存していた
とも）。マダガスカル島の固有種である。かつてはマダ
ガスカル島で繁栄していたが、2000 年ほど前から無人
島だったマダガスカル島に人が移住、生活するようにな
ると狩猟や開発などで生息数を減らすことになり、最終
的に絶滅してしまった。背の高さは３メートル、体重
は 450 キログラムもあり、ダチョウを大きく上回って
いた（ダチョウの体重は 135 キログラム程度）
。また卵
も巨大で、ダチョウの卵が長さ約 20cm なのに対して、
エピオルニスの卵は長さ約 30cm である。（殻の厚さは
３〜４mm）
〜 Wikipedia より〜

吉村卓三 様 プロフィール
プロフィール
1937 年生まれ。大阪府出身。
ユニオン大学（米カリフォルニア州）
卒業。
動物学博士。
1968 年から 12 年間、マルゼン動物ランド（埼玉県）
園長。
世界の動物園を歴訪し、動物交流を実践。また「ふれ
あい移動動物園」園長として全国を巡廻。現在は、国
際的動物ジャーナリストとしてテレビやラジオなどマ
スコミで活躍中。
1990 年度・博物館賞（日本博物館協会）受賞。アジ
ア平和賞を韓国で受賞。
アメリカ合衆国ロサンゼルス市に隣接する、カルバー
市の名誉市民に市議会で認定される。
鳥類・爬虫類・恐竜の卵コレクションは世界一。た
まご博士といわれている。静岡県熱海おもちゃの博物館
館長。
2001 年、
北海道帯広「グリック王国」
ドイツテーマパー
ク・世界の昆虫館 館長就任・同こども動物園 園長就
任。
【著書】
『ぼくは動物少年だい！』（講談社）
『動物ものしり辞典』（日本文芸社）
『犬や猫はナゼ夢を見るのか？』
（徳間書店）
『巨鳥の歩んだ道』（メタモル出版）
『動物は幼児教育の達人』（ハギジン出版）
『卵のなぞと秘密』（二期出版）
『動物のふしぎ』（明治図書）
『おもしろ “ 生き物 ” ベスト 79』
（コスモトゥーワン）

＜委員会報告＞
＜委員会報告＞
職業奉仕委員会
小笠原副委員長
３/ ３健康診断をお申込みされた方に、
検査キット（２
種）お渡し致します。当日お持ちください。
ク ラ ブ 会 報 委員会

◎工藤光和

野島和 夫

新世代委員会
清水 裕委員長
３/13（日）少年少女マラソン大会への参加ご協力有
難うございます。
本日、スポーツ課からの各大会役員への委嘱状をお配
りしました。当日よろしくお願い致します。
＜幹事報告＞
＜幹事報告＞
◎次週２/24（木）の例会は 26 日（土）の第８グルー
プＩＭに振替となっております。ホテルでの例会はご
ざいません。
◎社会福祉法人平塚市社会福祉協議会より「評議委員」
推薦のお願い
任期：平成 23 年４月９日〜平成 25 年４月８日
人数：１名（４/ ８の前任者（平塚南ＲＣ）満了後より
市内ＲＣを２年ごと順次交代とします。
）
＊桐本会長が担当致します。
◎ 2011 年 地区協議会開催のお知らせ
日時：４/17（日） 登録 12：00 〜 / 協議会 13：00 〜
場所：東海大学湘南キャンパス
＊出席義務者の方にはご案内をお渡しいたします。
◎会長エレクト研修セミナー（ＰＥＴＳ）開催のお知ら
せ
日時：３/16（水） 登録９：00 〜 / 点鐘９：30
場所：グランドホテル湘南
＊杉山善弥会長エレクトが出席致します。
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吉村卓三様（卓話）
西村紗絵子様

＜ビ ジ タ
＜ビジター＞

ー＞

杉本行廣様（茅ヶ崎）
嶋津俊美（平塚南）
髙山智博（平塚南）
『２/26（土）平塚プレジールで行
いますＩＭのホストクラブとして、
皆様のご参加お待ちしております。』

＜卓話・行事予定＞
＜卓話・行事予定＞
３月１０日（木） 大山阿夫利神社宮司 目黒 仁様
１７日（木） 報徳二宮神社 報徳会館支配人
草山明久様
２４日（木） 職業奉仕副委員長 小笠原会員
３１日（木） 休会（定款による）
４月 ７日（木） “ ぐるなび ” 営業担当 酒井隆弘様

＜市 内 例 会 変 更＞
＜市内例会変更＞
平塚西
３/16 ㈬ 休会（定款による）
小笠原
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