「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
５月末現在飼育動物数
種別
点数
種類
77
552
ほ乳類
45
448
鳥
類
12
29
は虫類
134
1,029
計

平川動物公園通信 No.24
（2011年６月24日発行）

★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。
(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 鹿児島市平川町5669−1
発行：(財)鹿児島市都市施設管理公社 (TEL099-221-5055)

ホワイトタイガー来園！！

平川動物公園の夏の風物詩「夜間開園」が始まります！
★普段見ることのできない夜の動物たちを家族みんなで見に行こう！
期間：８月の毎週土曜日 (6日、
13日、
20日、
27日) 及び８月12日金曜日
(ただし、天候不良時は中止になる場合もあります)
時間：午後６時から午後９時 (入園は午後８時30分まで) ※17時に一時閉園します。

〜夜間開園のみどころ〜
① 今年はホワイトタイガーが来園して初めての夜間開園！
夜のホワイトタイガーはどんな行動をするか注目です！
② 人気者のカバの龍馬くんとナナミちゃんの動く姿が
たくさん見れるかも！
③ 夜行性動物館 (園内マップ
園内マップ 32 ) の動物たちも、元気
の動物たちも、元
いっぱいです★
他にも、色々な動物たちの魅力を探してみて♪

キンカジュー

ショウガラゴ

夜 間 開 園 イ ベ ン ト 情 報
好きな動物にエサをあげよう

かわいい小動物と遊ぼう

日時 午後６時40分〜

日時 午後６時
午後６時30分から午後８時まで
分から午後８時まで

対象 どなたでも参加いただけます。

対象 どなたでも参加いただけます。

場所 対象動物舎
内容 キリンやペンギンなどの中から

場所 ふれあいランド (園内マップ
園内マップ 48 )

好きな動物にエサをあげることができます。
(午後５時15分からメインゲートで整理券を配布します。)

内容 かわいい小動物たちと遊ぶことができます。

このほか、園児から募集した動物たちの灯篭を展示点灯します。
このほか、園児から募集した動物たちの灯篭を展示点灯し
ます。

夏休みイベント情報
夏休みスケッチ大会

平川動物公園フォトコンテスト

1日飼育係 (サマースクール)

日時：７月
７月20
20日(水)〜８月
〜８月10
10日(水))
対象：小学生以下
小学生以下
参加方法(題・内容)：平川動物公園の
平川動物公園の
動物を描いたものであれば自由
平川動物公園入口で所定の
画用紙等：平川動物公園入口で所定の
画用紙を無料配布します。画具(クレパ
画用紙を無料配布します。画具
クレパ
ス等を含む)は各自で持参してください
ス等を含む
は各自で持参してください。
提出先：画用紙の裏面記入欄に①住所
画用紙の裏面記入欄に①住所
②学校(園)名③学年
②学校
名③学年(年齢
年齢)④氏名⑤連
④氏名⑤連
絡先電話番号等を記入して当日中に平
川動物公園入口に提出してください。
川動物公園入口に提出してください

第４回平川動物公園フォトコンテスト
撮影期間
平成23年７月１日〜平成
平成
年７月１日〜平成24年６月
年６月30日
応募期間
平成24年５月１日〜６月
年５月１日〜６月30日
平成

日時：８月
８月17
17日(水)、18
18日(木) (いづれか１日
いづれか１日)
対象：小学校５年生または６年生
小学校５年生または６年生
定員：各日
各日100名(多い場合抽選
多い場合抽選))
申込：往復ハガキに①住所、②氏名、
往復ハガキに①住所、②氏名、
③学校名、④学年、⑤連絡先電話番号、
③学校名、④学年、⑤連絡先電話番号
⑥飼育体験希望日、⑦飼育希望動物
(第３希望まで
第３希望まで)を書いて７月
を書いて７月31日(必着
必着)
までに送付してください。
〒891-0133
鹿児島市平川町5669番地1
平川動物公園「サマースクール係」まで

第３回平川動物公園フォトコンテスト入賞作品の展示
期間：平成
平成23年８月１日〜
年８月１日〜10日
ＪＲ鹿児島中央駅東口ロビー
平成
平成23年８月１日〜
年８月１日〜
平川動物公園コアラ館

中国からやって来たトラたちに会いに行こう！
５月
５月19日(木)に、ホワイトタイガー
に、ホワイトタイガー (オス・メス各１頭
オス・メス各１頭) とベンガルトラ (メス１頭
メス１頭) が中国から平川動物公
園にやってきました！
園にやってきました！
待ちに待ったトラたちの到着、連日たくさんのお客様から大きな歓声をいただいています。今回は「野生のイヌ・ネ
待ちに待ったトラたちの到着、連日たくさんのお客様から大きな歓声をいただいていま
す。今回は「野生のイヌ・ネ
コゾーン」担当飼育員に現在のトラたちの様子を聞いてみました
コゾーン」担当飼育員に現在のトラたちの様子を聞いてみ
ました。
Ｑ１．トラたちの現在の様子などを教えてください。
ホワイトタイガーのオス、メスは最初から落ち着いた様子で、すぐにエサも食べまし
ホワイトタイガーのオス、メスは最初から落ち着いた様子で、すぐにエサも食べまし
た。最近は放飼場にもすっかり慣れて、リラックスした様子です。
た。最近は放飼場にもすっかり慣れて、リラックスした様子です
ベンガルトラのメスは、最初は少し神経質でしたが、ようやく落ち着いてきました。
ベンガルトラのメスは、最初は少し神経質でしたが、ようやく落ち着いてきました。
最近放飼場に出ることができましたが、これから少しずつ慣れていってもらう予定です
最近放飼場に出ることができましたが、これから少しずつ
慣れていってもらう予定です。
また、３頭とも食欲旺盛で、今まで平川動物公園にいたトラたちと比べても、かなり
また、３頭とも食欲旺盛で、今まで平川動物公園にいたトラたちと比べても、かなり
多くの餌をペロリとたいらげています。
多くの餌をペロリとたいらげています
Ｑ２．ホワイトタイガーとベンガルトラの違いは？
ベンガルトラはインドなどに生息する希少な野生動物です。
ベンガルトラはインドなどに生息する希少な野生動物で
一方、ホワイトタイガーはベンガルトラの突然変異で生じた「白変種」です。といっ
一方、ホワイトタイガーはベンガルトラの突然変異で生じた「白変種」です。といっ
ても、縞は黒色、瞳は青色ですので、すべての色素を失っている訳ではないのです
ても、縞は黒色、瞳は青色ですので、すべての色素を失っ
ている訳ではないのです。
ちなみに、ベンガルトラの肉球は黒色ですが、ホワイトタイガーはピンク色をしてい
ちなみに、ベンガルトラの肉球は黒色ですが、ホワイトタイガーはピンク色をしてい
ます。
ます
Ｑ３．名前はもう決まりましたか。
６月30日(木)まで、３頭の名前を募集しています。
６月30
まで、３頭の名前を募集しています。園内で直接応募していただくか官製はがきによる募集をし
園内で直接応募していただくか官製はがきによる募集をしています
ています。
Ｑ４．今後彼らに期待することは？
ホワイトタイガー、ベンガルトラ、それぞれいつまでも健やかに、長生きしてほしいで
ホワイトタイガー、ベンガルトラ、それぞれいつまでも健やかに、長生きしてほしいです。

コアラの赤ちゃんの名前決定
ユウキ

昨年９月に生まれたオスのコアラの名前を公募
したところ、4965票の応募があり、名前が「ユウ
キ」に決まり、その命名式が平成23
23年5月22
22日に
日に
キ」に決まり、その命名式が平成
コアラ館にて開催されました。
コアラ館にて開催されました

カバ同居中 ＊＊＊＊＊＊

第1回動物公園講座開催

カバの龍馬 りょうま)とナナミが、５月
カバの龍馬(りょうま
とナナミが、５月
31日(火)から放飼場で同居しています
31
から放飼場で同居しています。
最近は、だんだん慣れてきて、２頭
一緒に水の中で過ごしている様子が見られます。今では、龍馬が
一緒に水の中で過ごしている様子が見られます。今では、
龍馬が
ナナミにベタベタで、ナナミが移動すると龍馬がついていく感じで、
昼寝も寄り添って寝ています。
昼寝も寄り添って寝ています。ぜひ２頭の様子を見に来てください
ぜひ２頭の様子を見に来てください。

平成23年度リニューアル工事進行中
観覧できない場所が出てきますのでご了承ください。
・野生のイヌ・ネコゾーン
クロヒョウ・ジャガー舎、オオカミ・ライオン舎
・南アメリカの自然
（草原）
ゾーン・シカ展示場
バク・カピバラ舎、マーラ舎、シカ展示場など

動物公園グルメ情報！！
！

赤 ち ゃん 紹 介
アカカンガルー (オス 名前：ミタケ)

平成23年４月
28日に袋から
出てきました。
アカカンガルー舎
(園内マップ 41 )

３月15
３月 15日（火）から６月
から６月21
21日（火）まで
４回にわたって、酒匂講師（元動物公園長）
による動物公園講座が開催されました。動
物園の歴史からコアラの誘致と飼育、アマ
ミノクロウサギの飼育研究など、幅広い内
容で参加者に大変喜ばれました。
容で参加者に大変喜ばれました

オグロプレーリードッグ (３頭)

平成23年５月
21日に巣穴か
ら出始めまし
た。
プレーリードッグ舎
(園内マップ 44 )

平成23年５月21日(土)
M B C の「ズバッと！鹿児島」
で動物公園のハンバーガー
セットが紹介されました★
テラス席でアフリカ園を
見ながら肉厚のハンバーグが
入ったとってもおいしいハン
バーガーセットをぜひ食べて
みてください♪

500円

テラスからの眺め

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://hirakawazoo.jp/)でも紹介しています。

