
ぱくぱくタイム
　　飼育係が動物にごはんをあげます。 どうやって食べるのかな？

園内催し物　ゴールデンウィーク

このマークは雨天中止のイベントです。

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。
中止の場合、園内放送でお知らせします。

  SG のスポットガイド
 10:00 ～ 11:30、13:00 ～ 14:00

　サービスガイド ・ グループによるガイド

　　　 毎日　アフリカゾウ

　　月曜日　マレーバク

　　火曜日　ライオン

　　木曜日　レッサーパンダ

　　金曜日 ・ ４/28　インドサイ

　　土曜日 ・ ５/1　 　コアラ

11:30〜 　　ぱくぱくタイム　ハキリアリ （昆虫園本館 2 階 )

11:30〜 　　オランウータンのスカイウォーク

13:30 ～ 　　ぱくぱくタイム　　コアラ

14:00 ～ 　　ぱくぱくタイム　　ペリカン

多摩動物公園

オランウータンが 「オランウータンの森」 までロープを

つたって移動します。 11:30 にタワーのある運動場に

出てきます。オランウータンの体や動きをよく観察しよう。

オランウータンのスカイウォーク

なかよし広場にウサギ ・ モルモット ・ ヤギがやってきます。

近くで観察したり、 背中をなでたりしてみましょう。

日時　　4/27（土）～ 5/3（金・祝）、5/6（月・祝）

          5/4 （土 ・ 祝） および 5/5 （日 ・ 祝） は実施なし。

時間　　午前の部　　10:30 ～ 11:30

　　　　　　午後の部　　13:30 ～ 14:30

　　　　　　　※受付は各回終了時間の 15 分前まで

場 所　　アジア園　なかよし広場

なかよし広場にウサ・モル・ヤギがやってきた！

DGのスポットガイド（日・祝）
11:00 ～ 12:00、13:00 ～ 15:00

ドーセント ・ グループによるガイド

4/28（日）

　オランウータン ・ 昆虫園 ・ キリン

　チンパンジー･ニホンザル･モウコノウマ

　チーター ・ カワウソ ・ アジアゾウ

4/29（祝・月）

　オランウータン ・ 昆虫園 ・ キリン

　チンパンジー ・ モウコノウマ

5/3（祝・金）

　オランウータン ・ 昆虫園 ・ キリン

5/5（日）

　ニホンザル ・ アジアの山岳動物

5/6（祝・月）

　オランウータン ・ 昆虫園 ・

　チンパンジー ・ モウコノウマ

（4/27 ～ 5/6）

バッタの生体の観察や、 おえかきをしながらバッタについて学び

ます。 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。

大学生による昆虫プログラム「おえかきっず」

日時　　4/28 （日） 11:00 ～ 11:45、 13:15 ～１４:００

場所　　昆虫園本館２階　昆虫ホール
4/27　ワシとフクロウ （ワシ ・ タカ広場）

4/29　日本にすむ動物たち （正門看板前　　　　  ）

５/4　  アジアの希少動物たち （アジアゾウ前）

5/6 　 アジアの水辺の動物たち （正門看板前        ）

マップ
①

マップ
①

動物解説員のガイドツアー
　解説員が、 動物をいっしょに見ながら解説します。

　時間　11:00 ～ 11:45 くらい　　（） 内は集合場所

雨天時は内容が変更になる場合があります。

※GW 期間中、 通常の 「モルモットとのふれあい」

は中止します。

※チンパンジーのトークは GW 期間中止します。

園長と着ぐるみの動物たちのおでむかえ

　　　　　日時　 5/5 （日） 開園時

　　　　　場所　　正門付近

（雨天時　着ぐるみのお出むかえはウォッチングセンター内）

5 月５日は開園記念日。 園長と着ぐるみの動物が

おでむかえします。



4/27 と 4/28 は、 「コアラのマーチ絵柄募集キャンペーン」

に応募できる応募券を、 クイズラリー参加者にお渡しします。

優秀作品に選ばれると、 2020 年春からコアラのマーチの絵

柄として、 通常販売商品 （7 品） に採用されます。

配布は各日先着 800 枚。 クイズも応募も楽しもう！

コアラのマーチ絵柄募集キャンペーン！
協力　株式会社　ロッテ

4/27（土）・4/28（日）

コアラ来園 35周年記念イベント
クイズラリー「オーストラリアからやってきた！
どうぶつかんさつクイズ 35」

4 19
は

「飼育の日」イベント
                              ー飼育係になってみよう

昆虫園あるある川柳クイズラリー

場所　　昆虫園本館および生態園

期間　　4/11 （木）〜5/7 （火）

時間　　9 ： 30　〜　本館は、 閉園の 30 分前まで

　　　　　　　　　　　　　　 　生態園は、 16:30 まで

飼育の日パネル展 - 来て ・ 見て ・ 知ろう飼育係！

場所　　ウォッチングセンター内　ズーカフェ奥

期間　　4/11 （木）〜5/7 （火）

時間　　9 ： 30 ～閉園の 30 分前まで

4/19 は 「419 （しいく）」 の数字にちなんだ 「飼育の日」。

飼育係の仕事を紹介しています。 どんな仕事があるのかな？ 1984 年に、 オーストラリアと日本の友好の印としてコアラが

日本にやってきました。 今年で 35 周年をむかえます。 オース

トラリア園に、 動物にまつわるクイズが 35 問かくされています。

クイズのパネルをさがして、 クイズに挑戦しよう！

　期間　　4/27 （土）〜5/6 （月 ・ 祝）

　配布枚数　　各日先着 800 枚 （お一人 1 枚）

　参加方法

①ウォッチングセンター前またはオーストラリア園で配布する　

　　回答用紙をもって、 クイズに挑戦します。

②「ウォッチングセンター内レクチャールーム」 で答え合わせ

開園 60周年「動物観察カード」DE動物かんさつ！

オリジナルの 「動物観察カード」 を拡大して、

各動物舎に掲示します。 カードを参考に動物を

観察してみましょう。

　期間　　4/25 （木） ～ 6/4 （火）

　場所　　各動物舎

「動物観察カード」 と同じデザインのカードを配布します。

動物を観察して、 おもしろい！と思った体の特徴やしぐさを

書きましょう。 完成した MY カードをゴールにお持ち頂くと

動物園オリジナルの動物観察カード（3 枚 / 選択や交換不可）

を差し上げます。

　期間　　5/1 （水 ・ 祝） ～ 5/3 （金 ・ 祝）

　配布場所　　ウォッチングセンター前園路

　　　　　　　　　　（雨天時はウォッチングセンター内）

　配布枚数　　各日先着 500 枚 （お一人 1 枚）

　ゴール　　ウォッチングセンター内 レクチャールーム

　　※ゴールの対応時間は　13:00 ～ 17:30 です。

79種類すべてのカードを展示します。 どんなカードがあったかな？

　期間　　4/25 （木） ～ 6/4 （火）

　場所　　ウォッチングセンター内　エントランス

昨年度、 開園 60 周年の企画として展示動物の魅力や観察

ポイントを紹介する「動物観察カード」79 種類をつくりました。

動物観察カードを利用して、 動物の観察を楽しみましょう！

雑木林で生きものさがし！

園内には、 NPO 法人樹木 ・ 環境ネットワーク協会の協力で

定期的に手入れをしている、 「ライオンの森」 と呼ばれる

エリアがあります。 草地や雑木林などからなるこのエリアでは、

季節ごとにさまざまな植物や小さな生きものたちを観察する

ことができます。 GW の２日間、 特別にこの 「ライオンの森」

を開放します。

雑木林を歩きながら、

植物や小さな生き物を

さがしてみましょう。

公開日　　4/30 （火 ・ 祝）、 5/6 （月 ・ 祝）

時　　間　　午前の部　　11:00 ～ 12:00

　　　　　　　　午後の部　　14:00 ～ 15:00

　　　　　　　　※受付は各回終了時間の 15 分前まで。

受付場所　　アフリカ園 旧類人猿舎横

定　　員　　各回先着 50 名

　　※舗装していない道を歩きます。

雨天中止

みんなみて！「動物観察カード」展

「動物観察カード」DE動物かんさつ

つくろう「My動物かんさつカード」


