
7/1 　日本にすむ動物たち（正門看板前）　　　

7/2  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アジアの水辺の動物たち（インドサイ前）           

7/6　    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コアラとその仲間たち（コアラ館前）　                                                  

7/7　鳥たちの世界（正門看板前）　　　

7/8  アジアの山岳の動物たち（ユキヒョウ前）　　　　　　　　　　　　　　　　　　

7/9  　                                                        　アジアゾウのくらし（アジアゾウ前）　

7/13　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　里山の動物たち（ノウサギ前）                                                   

7/14　オランウータンのくらし（オランウータン前）　　

7/15　アジアの希少動物たち（アジアゾウ前）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

7/16   チョウのくらし（昆虫生態園前）　

7/20　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　動物たちの角めぐり（インドサイ前）  　

7/21　ワシとフクロウ（ワシタカ広場） 

7/22　 キリンのくらし（ペリカン池前）　　　　　　　　　　　　

7/27　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　昆虫たちの世界（昆虫園本館入口前）　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　

7/28　アジアの希少動物たち（オランウータン前）　　　　

7/29　日本にすむ動物たち（正門看板前）   　　　　　　　　　　　　　

7/30　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アジアの平原の動物たち（動物慰霊碑前）

  　　　　　

         

Volunteer’ s Talk

Service guide group

Guinea Pig Hands-on Experience

場所：どんぐり広場 At “Donguri-place” near No.50 in the map

時間：平日　   13:00～14:15

　　
◯ モルモット舎横のボードから、整理券を取ってご参加ください。　◯ 整理券は平日は 10:30～、土日祝日は 9:30～お取り頂けます。

Please take a ticket to join this program. 

Tickets are available at the board next to the guinea pig from 10:30a.m. on weekdays, and it is from 9:30 a.m. on weekends and public holidays.

7 月の園内情報　Park Information

イベントは天候や都合により中止になる場合があります。

雨天中止のイベントです。

Events may be cancelled due to weather or unforeseen events.

If it rains, the event will be cancelled.

動物解説員のガイドツアー
Guided Tours

今月の家畜馬トーク
Horse Keeper’ s Talk & Ride 

場所：家畜馬舎イベント看板まえ
At  the infomation board near Domestic Horse

日時：7/3（火）、7/16（月・祝）、7/24（火）
         14:15～14:45

エサの時間
Animal Feeding Times

11:30　ハキリアリ Leaf Cutting Ant

13:30　コアラ Koala

16:00　オオカミ Wolf

　　　　＊与える葉はエサではありません・・・さて何でしょう？

          毎日ー アフリカゾウ　　月曜ー マレーバク　　火曜ー ライオン　　
　　　 木曜ー レッサーパンダ　　金曜ー インドサイ　　土曜ー コアラ

時間：  10:00～11:30　13:00～14:00

日曜・祝日ー オランウータン・キリン他・昆虫園・チンパンジー・ニホンザル（日曜日のみ）
第 1,3 日曜ー アジアの山岳動物　第 2,4 日曜ー アジアゾウ・チーター・カワウソ　第２, 最終日曜・祝日ー モウコノウマ　　

時間：  11:00～12:00　13:00～15:00

       Everyday - African elephant 　　　　　　Monday - Malayan tapir　　　                 Tuesday - Lion 　　　　　　　　　　　　         

Thursday - Red panda　　　　　　　　　　Friday - Indian rhino 　　　　　　　　Saturday - Koala 

Sunday, National Holiday - Orangutan, Giraffe and other, Insectarium, Japanese macaque, Chimpanzee 

1st, 3rd Sundays - Asian mountain animals     　　　　　　　       2nd, 4th Sundays - Cheetah, Otter    　　　　　　　                 2nd, last Sundays - Przewalski’ s wild horse 

Service guide group

Docent group

11:00～　（45分くらい）　　　　　　　14:00～　（45分くらい）

ボランティアのスポットガイド

モルモットとのふれあい

土日祝　10:30～11:45　13:00～14:15

動物の健康管理のため、7/17 から
しばらくの間ふれあいを中止します

Orangutan’ s Skywalk

オランウータンのスカイウォーク

11：30～　オランウータン舎
　月曜日と金曜日は休止いたします。

大学生による昆虫プログラム「おえかきっず」
Painting insects for kids

場所：昆虫園本館 2階　昆虫ホール
At  the Koncyu Hall, Insectarium center second floor 

日時：7 /8（日）、7/22（日）
         11:00～11:45、13:15 ～ 14:00
バッタを観察しながら、おえかきを通して昆虫について学ぶ、
小学生以下のお子様と保護者を対象としたイベントです。

　　　　

○旧類人猿舎裏側ガイドツアー：7月 22 日①12:15 ～②13:15 ～（1回 45 分程度）

The event will be cancelled on Monday and Friday.



7 月のキーパーズトーク (前期 )

13:30
チンパンジーのキーパーズトークは
毎日実施 しています！

啓蟄イベント～多摩の春～
けいちつ

10：30　　南西諸島のいきもの
　　　　　　　　（昆虫生態園　南西諸島展示前）

11：30 　  モルモット

13：30　　家畜馬

　　　　　　イタチ

　　　　　　（ノウサギ舎　イタチ展示前）　

13：35　　モウコノウマ（アジアの平原）

14：00　　ムフロン・ヒマラヤタール

　　　　　　

２日
（土）

トーク

1 日（日）

11：00　　カブトムシ

　　　　　　（昆虫生態園　カブトムシ展示前）

11：30　　水生昆虫

　　　　　　（昆虫園本館1階　水生昆虫展示前）

13：30　　家畜馬

　　　　　　ツキノワグマ

13：35　　モウコノウマ（アジアの平原）

15：00　　ニホンザル

　　　　　　フラミンゴ

３日
（日）

11：00　　カブトムシ　

　　　　　　（昆虫生態園　カブトムシ展示前）

13：30　　家畜馬

　　　　　　イタチ

　　　　　　（ノウサギ舎　イタチ展示前）　　　

　　　　　　ツキノワグマ

13：35　　モウコノウマ

　　　　　　　　（アジアの平原）

7 日（土）

14日（土）

13：30　 チンパンジーぱくぱくタイム

ぱくぱくタイム

トーク

トーク

ぱくぱくタイムトーク

10：00　　ニホンジカ　

11：30　　モルモット

13：30　　家畜馬

　　　　　　イタチ

13：35　　モウコノウマ

　　　　　　（アジアの平原）

14：00　　カワウソ

15：00　　ゲンジボタル

　　　　　　（昆虫生態園　ホタル展示前）

15：45　　両生類

　　　　　　　　（昆虫園本館2階　昆虫ホール）

16：00　　マレーバク（室内展示前）

16：15　　イノシシ

8 日（日）

ぱくぱくタイム

ぱくぱくタイム

ぱくぱくタイム

トーク

ぱくぱくタイム

ぱくぱくタイム

ぱくぱくタイム

トーク

ぱくぱくタイム

トーク ぱくぱくタイム

トーク

ぱくぱくタイム

ぱくぱくタイム

ぱくぱくタイム

ぱくぱくタイム

ぱくぱくタイム

　　　7月の工作教室
ボランティアによる工作教室です。小さなお子様も

ご参加いただけます。参加はすべて無料です。

『葉っぱのスタンプ』

日時：7月1日（日）13:30～ 14:30

内容：園内で採集した葉を使って、画用紙に絵の具で

　　　スタンプをします。

場所：昆虫園本館2階　昆虫ホール

対象：小学生以下、先着64名

『ぴょんバッタをつくろう！』

日時：7月15日（日）13:30～ 14:30

内容：厚紙とゴムを使って、バッタのように飛ぶおも　　

　      ちゃをつくります。

場所：ウォッチングセンター内動物ホール

対象：小学生以下、先着90名

ぱくぱくタイム

7 月 14～ 16日は「世界チンパンジーの日」にちなんだ特

別イベントを開催します。キーパーズトークの他に、チンパ

ンジー研究者、ジェーングドール博士を紹介するパネル展

（7月末まで）や体験型イベント（15、16日 11：00～

12：00/13：30～ 14：30）も実施します。

お し ら せ

雨天中止のイベントです。

飼育係が担当動物についてお話します。

飼育係が担当動物にごはんをあげます。

今月の月間動物イベント
「昆虫園の生き物」（詳細は別紙参照）

トーク

ぱくぱくタイム

ぱくぱくタイム

ぱくぱくタイム

ぱくぱくタイム
ぱくぱくタイム

トーク

場所：チンパンジー舎




