
●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︖
●キーパーズトーク　飼育係が担当動物についてお話します。
●このマークは雨天中止のイベントです。
    If it rains, the event will be cancelled.

●イベントや動物の展示は、 雨天や猛暑などの天候や都合により
中止になる場合があります。 イベントの中止は園内放送でお知らせします。
  Events may be cancelled due to weather or unforeseen events.

10:00　　　SG のスポットガイド（～ 11:30）＊詳細裏面

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　

13:00　　　SG のスポットガイド（～ 14:00）＊詳細裏面

13:30　　　ぱくぱくタイム　コアラ

13:30　　　キーパーズトーク　チンパンジー（ガラス展示場）

14:00 　　 ぱくぱくタイム　ペリカン

毎日のプログラム

Animal Feeding Time  -  Leaf Cutting Ant

Animal Feeding Time  -  Koala

Animal Feeding Time  -  Pelican

Animal keeper’ s talk  -  chimpanzee

Orangutan’ s Skywalk

Volunteer’ s Talk

Volunteer’ s Talk

ハキリアリに与える葉はエサではありません
                           ・ ・ ・ さて何でしょう︖

8月のプログラム

●10 日（土）-　オランウータン ・ 昆虫園 ・ チンパンジー

　キリン他 ・ ニホンザル ・ アジアの山岳動物 ・ モウコノウマ ・ カワウソ

●11 日（日）-　オランウータン ・ 昆虫園 ・ チンパンジー ・

キリン他・チーター・アジアゾウ（いっしょに動物かんさつ 16:30 ～ 19:30）

●12 日（祝）-　オランウータン ・ 昆虫園 ・ チンパンジー

●17 日（土）-　オランウータン ・ 昆虫園 ・ チンパンジー

キリン他 ・ ニホンザル ・ アジアの山岳動物 ・ モウコノウマ ・ アジアゾウ

●18 日（日）-　オランウータン ・ 昆虫園 ・ チンパンジー

　　　　　　　　　　　　キリン他 ・ チーター

●24 日（土）-　オランウータン・昆虫園・チンパンジー・ニホンザル・

　　　　　　　アジアの山岳動物 ・ モウコノウマ ・ カワウソ ・ アジアゾウ

●25 日（日）-　オランウータン ・ 昆虫園 ・ チンパンジー ・ チーター

ボランティアのスポットガイド Volunteer’ s Talk

日中   時間  10:30～12:00　、 13:00～15:00

サービスガイド・グループ

Everyday  -    African elephant Monday     -     Malayan tapir

Tuesday     -     lion Thursday      -     Red panda

Friday        -      Indian rhino Saturday      -     koara

時間  10:00～11:30　、 13:00～14:00

SG のスポットガイド

　　  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　　インドサイ　　 /    土曜日　　コアラ

DG のスポットガイド

東京ズーボランティアーズ (TZV）が動物についてガイドします。

ドーセント・グループ

モルモットとのふれあい

Guinea Pig Hands-on Experience

7/13 ～ 9/13   通常のふれあい中止
7/13 ～ 9/13  We will stop hands-on for animal health management.

モルモットが暑さに弱いため、 健康管理のために中止します。

●4 日（日）　-　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

●11 日（日）-　オランウータン ・ キリン他

●18 日（日）-　オランウータン

●25 日（日）-　オランウータン ・ キリン他

夕方～夜　　時間  17:30 ～ 19:30（サマーナイト開催日）

野生馬と家畜馬のちがいを飼育係がお話しし、 家畜馬との
ふれあいや乗馬ができるイベントです。
●乗馬︓子ども優先、 最大 20 名。 希望者多数の場合は抽選。
●ふれあい︓ウマの体をなでたり、 えさを与えたりします。
　 日時　　8/　5（月）14:15~14:45
　　　　  　＊17 日は中止になりました。
　 場所    家畜馬トーク看板前 　

家畜馬トーク Horse Keeper’ s Talk & Ride 

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 にタワーが立つ運動場に
出てきます。 オランウータンのからだや動きをよく観察しましょう。

オランウータンのスカイウォーク
Orangutan’ s Skywalk 雨天時および猛暑日は中止

14:30　　キーパーズトーク & ぱくぱくタイム　オランウータン
　　　　　　　　　　　　　　　　オランウータン舎　第二展示場（屋内展示場）

　　　　　　　　＊オランウータンに冷たい果物をあたえます。

８/４（日）

８月は熱中症予防のため、 日中屋外でのキーパーズトークは
中止します。 サマーナイト開催日は別チラシもご確認ください。

8/17、8/24 は夕方から

実施します。ナイトの

チラシをご覧ください。

サマーナイトの詳細は
別チラシをご覧ください



サマーナイト＠Tama Zoo
- フクロウがなく夜の動物園 -

　8/2（金）14:00 ～オーストラリアの動物たち（コアラ館前 ）

　8/3（土）11:00 ～ワシとフクロウ（ワシ ・ タカ広場）

　8/4（日）11:00 ～アジアの水辺の動物たち（正門看板前 　　）

  8/5（月）　中止
  8/9（金）14:00 ～コアラとその仲間たち（コアラ館前）

8/10（土）11:00 ～アジアの水辺の動物たち （正門看板前　　  ）

8/11（日）11:00 ～鳥たちの世界（正門看板前　　　　）

8/12（月）11:00 ～キリンとゾウ（ペリカン池前　　　　）

8/16（金）14:00 ～アジアの希少動物たち（オランウータン前 ）

8/17（土）11:00 ～日本にすむ動物たち（正門看板前　　　）

8/18（日）11:00 ～アジアの水辺の動物たち（正門看板前   　）

8/19（月）14:00 ～コアラとその仲間たち（コアラ館前）

8/23（金）14:00 ～昆虫たちの世界（昆虫園本館入口 ）

8/24（土）11:00 ～里山の動物たち（なかよし広場）
8/25（日）11:00 ～鳥たちの世界（正門看板前　　　　）

8/26（月）14:00 ～動物たちの角めぐり（シフゾウ前）
8/30（金）14:00 ～昆虫たちの世界（昆虫園本館入口 ）

8/31（土）11:00 ～水辺にすむ動物たち（正門看板前　　　　）

動物解説員のガイドツアー
猛暑日は中止します。雨の時は内容が変更になる場合があります。

解説員が、 動物をいっしょに見ながら解説します。
所要時間　45 分ほど。（）は集合場所

Guided Tours
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動物について疑問に思うことがあれば、 ウォッチングセンター内の
動物相談員に聞いてみましょう。

　（受付時間 10︓30 ～ 12︓00、 14︓30 ～ 16︓30）

さんきゅう企画
「園長からの挑戦状－３連９は動物園でミッションクリア－」

さん　きゅう

サマーナイト開催日のプログラムは、 東京ズーネットまたはサマーナイトのチラシをご覧ください。

ミッション２ 「このくちばしのもちぬしは だれだ︕」

東京動物園ボランティアーズ（サービスグループ）と一緒に、 園内の自然
や動物をテーマにした工作を行いましょう。 今回は、 薄く切った木片に絵
をかいて、 ペンダントを作ります。

日時　　8/18（日）　13:30 ～　30 分おきに２回実施　
場所　　昆虫園本館 2 階 昆虫ホール
対象　　小学生以下、 各回 32 名
参加方法　　13:15 から受付開始。
　　　　　　混雑時、 整理券を配布します。

木のペンダント作りSG 工作教室

どの動物もじっくり観察してみれば、 おもしろい発見がいっぱい︕東京
動物園ボランティアーズや動物園スタッフと一緒に、動物を観察します。
８月はアジアゾウを見ながら、 鼻にまつわるクイズに答えましょう。
エサやうんちも展示するよ。

日時　　8/11（日）16:30~19:30
場所　　アジア園　アジアゾウ舎前
クイズ用紙の配布　　先着 500 枚

 ８月はアジアゾウいっしょに動物かんさつ

園長からの挑戦状を手にしたら園内をまわって手がかりをさがし、
ミッションをクリアしましょう︕

日時　　8/10（土）～ 8/12（月 ・ 祝）
挑戦状配布　　9︓30 ～正門前広場で配布
 　　　　　　　　　各日先着 500 枚　＊なくなり次第配布終了
ゴール対応は、 16:00 まで。

普段とは少し違う動物たちの姿をお楽しみください。 期間中には、
楽しみながら動物のことを知ることができるプログラムをたくさん用意し
て、 みなさまをお待ちしています。 特設ビアガーデンでのお食事も合
わせてお楽しみください。

開催日　8/10（土）～ 12（月 ・ 祝）、 8/17（土）、
　　　　　 8/18 日（日）、 8/24（土）、 8/25（日）
 　　　　　※20 時まで開園（入園は 19 時まで）

かっこいいのは角があるオスの成虫だけだと思っていませんか︖
実は幼虫もすごいところがたくさん︕　幼虫が成虫へと姿を変
えるまでにはいくつものひみつがあります。 カブトムシの成虫 ・
幼虫を一緒に観察して、 カブトムシ博士になってみませんか︖

日程　　8/10（土）、 8/11（日）、 8/12（月 ・ 祝）
時間　　1 回目 11:30~12:00、 2 回目　14:30~15:00
場所　　ウォッチングセンター内　レクチャールーム
定員　　各回 10 名程度　＊年齢制限ありません
参加方法　　9:30 からウォッチングセンター内エントランスにて
　　　　　　　　各回の整理券を先着で配布します。

 カブトムシ教室

カブトムシ展示中 日程　7/18（木）～ 9/3（火）


