「どげんな」とは、鹿児島の方言で「どうですか」という意味で、
「どげんな」とは、鹿児島の方言で「どうですか」という意味で、
今の平川動物公園の様子を尋ねています。

どげんな！動物園は
アネハヅル
（園内マップ⑬）

７月末現在飼育動物数
種別
種類
点数
80
582
ほ乳類
47
454
類
鳥
12
31
爬虫類
139
1,067
計
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★お願い★
犬や猫、その他のペットをつれての入園
はお断りしております。ご了承ください。
はお断りしております。ご了承ください
ただし介助犬を除きます。
)
(ただし介助犬を除きます。

編集：鹿児島市平川動物公園 (TEL099-261-2326)
〒891-0133
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〒
発行：(財)鹿児島市都市施設管理公社
鹿児島市都市施設管理公社 (TEL099-221-5055)
発行：

イベントいっぱい！

ぼくたちに
あいにきてね！

秋の動物公園まつり
期間：９月11日(土)〜10月17日(日)
※天候不良時には中止となるイベントもあります。ご了承ください。
※天候不良時には中止となるイベントもあります。ご了承
ください。

トカラウマに乗ってハイポーズ

動物の鳴き声クイズ大会

秋まつり期間中の毎週日・祝日
祝日
日時 秋まつり期間中の毎週日

25日(土)・10
10月2日(土) 午後
午後2時〜
時〜
日時 9月25

午後2時〜
時〜3時
午後
対象 小学生以下
場所 ふれあいランド
ふれあいランド（園内マップ
（園内マップ 36 ）
内容 トカラウマに乗って記念撮影ができます。

対象 どなたでも
場所 コアラ館
コアラ館（園内マップ
（園内マップ 29 ）
内容 飼育係が動物の鳴き声のクイズを出題します。

正解者には、記念品を差し上げます。

好きな動物にエサをあげよう
日時
対象
場所
内容

動物たちのお食事ライブ

秋まつり期間中の毎週土曜日 午前
午前11時〜
時〜
どなたでも（各日先着150
どなたでも（各日先着
150名）
名）
対象動物の動物舎
ペンギンやワオキツネザルなどの動物の中
から好きな動物にエサをあげられます。
(午前
午前9時から入園口
時から入園口・アフリカ園前での
アフリカ園前での受付
受付が必要
が必要)

日時 秋まつり期間中の毎週日曜日

時間は入園口で案内
対象 どなたでも
場所 対象動物の動物舎
内容 ペンギンやレッサーパンダなどの食事

風景をご覧いただけます。

「敬老の日特別企画」

都市緑化月間行事

長寿動物にエサをあげよう

日時
対象
場所
内容

日時 9月20日(祝・敬老の日
祝・敬老の日) 午後２時〜
対象 どなたでも（先着
どなたでも（先着30
30名）
名）
場所 対象動物の動物舎
内容 平川動物公園の長寿動物にエサをあげられます。

(午後
午後1時から入園口
時から入園口・アフリカ園前での
アフリカ園前での受付
受付が必要
が必要)

花苗無料配布

10月10
10日(日) 午前11時
午前
どなたでも 先着700
先着700組
アフリカ園前（園内マップ
アフリカ園前
（園内マップ １ ）
都市緑化月間に伴い花苗の
無料配布を行います。

お問い合わせ 財団法人 鹿児島市都市施設管理公社 ☎099-221-5055
099-221-5055

募集情報
9月25日(土) 午前10時〜
午前 時〜12時
時 対象：小学生とその保護者（15組まで）
対象：小学生とその保護者（ 組まで）＊超えたら抽選
＊超えたら抽選

巣箱つくり教室 応募方法：往復ハガキに、住所・氏名・学年・保護者氏名・連絡先電話番号を書いて、
応募方法：往復ハガキに、住所・氏名・学年・保護者氏名・連絡先電話番号を書いて、

（動物愛護週間行事）

動物公園
ふしぎ探検隊

平川動物公園「巣箱つくり教室係」
平川動物公園
「巣箱つくり教室係」までお申し込みください。
までお申し込みください。(締切：
締切：9月13日必着
日必着)
10月10日(日)・11日(祝) 午前10時〜12時 対象：小・中学生とその保護者（各日30名まで）＊超えたら抽選
かねて見られない動物園の裏側をウォッチングしよう。往復ハガキに、住所・参加者全員の氏名
および年齢 (学年)・連絡先電話番号・体験希望日を書いて、平川動物公園「ふしぎ探検隊係」まで
お申し込みください。(締切：9月25日必着)
応募の宛先の住所 〒891-0133 鹿児島市平川町5669−1 平川動物公園「○○○○係」まで

鹿児島市平川動物公園フォトコンテスト

入選作品の紹介（応募総数277点）
▲

フォトコンテスト入賞作品は、コアラ館
(園内マップ 29 ) にて、展示しております。
いずれの作品も動物たちの表情などを上手
に表現した力作ばかりです。

▲

▲

(財) 鹿児島市都市施設管理公社理事長賞
「夢の動物園」
吉村 スミ子さん

南日本新聞社賞
「あーん」
金田 敏子さん

平川動物公園長賞
「フラミンゴの行進」
中川 義昭さん

鹿児島市長賞「みつめあう仲」
諏訪園 保さん

リニューアル情報
世界のクマゾーン

世界のクマゾーンは、昨年度から
整備を進めてまいりました。現在、
ホッキョクグマなどの放飼場が完成
しました。オープンは、来年春です
しました。
オープンは、来年春です。

来年春、ホワイトタイガー
来年春、
ホワイトタイガー (オス・メス)と
(オス
オス・メス
メス)と
ベンガルトラ（メス）がやって来る！

ビューイングシェルター

に！
み
し
お楽

（表紙の動物紹介）

アネハヅル
(園内マップ 13 )

左は、ホッキョクグマ放飼場です。ホッキョクグマが水中に飛び込むシーンが
左は、ホッキョクグマ放飼場です。ホッキョクグマが水中に飛び込むシーンが
ここ平川動物公園でも観ることができるようになります。
ここ平川動物公園でも観ることができるようになります
右は、マレーグマ放飼場です。ビューイングシェルターからクマたちを真近で
右は、マレーグマ放飼場です。ビューイングシェルターからクマたちを真近で
観察することができるようになります。
観察することができるようになります

赤 ち ゃん 紹 介

ワオキツネザル（園内マップ ８ ）
7月2日生まれ
日生まれ 白鳥池の島にいま
す。お母さんがだっこしています。
す。お母さんがだっこしています

ハナジカ（園内マップ 21 ）
月中旬からたくさん生まれ始めま
6月中旬からたくさん生まれ始めま
した。
した

中央アジアに生息
し、少数は出水平
野にも飛来します。
野にも飛来します
２個の卵を産卵し、約
２個の卵を産卵し、約30日でふ化しま
日でふ化しま
す。現在、親とほとんど同じ大きさに
成長しました。
成長しました

売店
情報

動物公園のゲート売店 (食堂下売店) には、
いち早くホワイトタイガーが来ているよ♪
人気急上昇中！みんなもホワイトタイガー
をゲットしよう！！
をゲットしよう！

平川動物公園では、いろいろなイベントを実施しています。イベントの案内や報告などは、平川動物公園ホームページ
( h t tp://www.jaz ga.or .jp/hirakawa/) でも紹介しています。

