「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
１２月末現在飼育動物 数
種別
種類
点数
ほ乳類
78
556
鳥
類
405
44
は虫類
11
28
計
133
989

平川動物公園通信 No.27
(2012年２月17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。
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)

コツメカワウソ (園内マップ
園内マップ 39 )
〒891-0133 鹿児島市平川町5669−1
とても仲のよい♂ヤマトと♀チェリーです。 発行：(財)鹿児島市都市施設管理公社 (TEL099-221-5055)

春の動物公園まつり開催！
！

期間

平成
24年

3 月11日 日 〜 4 月1 日 日

＊４月１日 日 〜8日 日 は、新小学１年生の
入園料が 無料 となります。

好きな動物にエサをあげよう
(キリンやワオキツネザルなどから好きな動物を
キリンやワオキツネザルなどから好きな動物を
選んでエサをあげられます。)
：春まつり期間中の毎週日曜日 午前11
時〜
日
時：春まつり期間中の毎週日曜日
午前11時〜
参加方法：午前９時からアフリカ園前
：午前９時からアフリカ園前（園内マップ
（園内マップ 1 ）
での受付が必要となります。
対
象：どなたでも参加できます。
：どなたでも参加できます。
(ただし、各日各動物につき先着
ただし、各日各動物につき先着10
10名程度
名程度)
場
所：対象動物の動物舎
：対象動物の動物舎

エミューの羽根のお守りプレゼント
(ホワイトデーの記念にエミューの羽根のお守りをプレ
ホワイトデーの記念にエミューの羽根のお守りをプレ
ゼントします。)
：３月11
11日（日）、14
（日）、14日（水）
日
時：３月
対
象：カップル、夫婦（各日先着５組程度）
カップル、夫婦（各日先着５組程度）
場
所：入園ゲート
：入園ゲート

動物たちのお食事ライブ
ゾウやレッサーパンダなどの食事風景を飼育員の解説
(ゾウやレッサーパンダなどの食事風景を飼育員の解説
を交えながらご覧いただけます。)
：春まつり期間中の毎週金曜日
日
時：春まつり期間中の毎週金曜日
時間は入園ゲートで案内します。
対
象：どなたでもご覧いただけます
：どなたでもご覧いただけます
場
所：対象動物の動物舎
：対象動物の動物舎

ヒツジの毛刈り実演＆クイズ大会
(毛刈りの様子をご覧いただき、１頭分の刈った毛の重さ
を書いて、ふれあいランドに設置してある応募箱に投函
してください。正解者には商品をプレゼントします。)
日
時：３月
：３月24
24日(土)・31日(土) 午後２時〜
対
象：小・中学生
：小・中学生
場
所：ふれあいランド
：ふれあいランド
？
（園内マップ 41 ）

ゾウのターゲットトレーニング公開
日
対
場

(ゾウの飼育上必要なトレーニング風景を公開します。)
時：春まつり期間中の毎週月曜日
：春まつり期間中の毎週月曜日 午前10
午前10時〜
時〜
象：どなたでもご覧いただけます
：どなたでもご覧いただけます
所：ゾウ舎
：ゾウ舎（園内マップ
（園内マップ 37 ）

着ぐるみ動物のお出迎え
(可愛い着ぐるみ動物と遊んだり記念撮影もできます。)
日
時：春まつり期間中毎週日曜日と祝日
：春まつり期間中毎週日曜日と祝日
対
象：どなたでも参加いただけます。
：どなたでも参加いただけます。
場
所：アフリカ園前広場
：アフリカ園前広場（園内マップ
（園内マップ 1 ）

※天候不良時や動物の体調によっては中止となるイベントもあります。ご了承ください。
※天候不良時や動物の体調によっては中止となるイベント
もあります。ご了承ください。

飼育体験教室参加者募集！
日
時：３月
：３月17
17日(土)、３月
、３月20
20日(火・祝
火・祝)
対
象：小学生以上各日
小学生以上各日10名（小・中学生は保護
名（小・中学生は保護者同伴、応募多数の場合は抽選）
者同伴、応募多数の場合は抽選）
応募方法：往復はがきに①住所
：往復はがきに①住所 ②氏名
（小・中学生の場合は保護者氏名も）
および年齢
（学年）③電話番号 ④希望日(ど
④希望日
ちらか１日
ちらか１日) を書いて、平川動物公園「飼育体験教室」までお申し込み下さい。
を書いて、平川動物公園「飼育体験教室」までお申し込み下さい。(締切：３月
締切：３月13
13日(火) 必着）

イベント報告 「大人のための飼育体験教室」
平川動物公園では、11
平川動物公園では、11月23
23日(祝)と12
12月23
23日(祝)に「大人限定」
に「大人限定」
の動物の飼育体験イベントを実施しました。２日間で合わせて31名
の動物の飼育体験イベントを実施しました。２日間で合わせて
が参加し、動物園の飼育員になりたいという幼い頃の夢を叶える絶
が参加し、動物園の飼育員になりたいという幼い頃の夢を叶える絶
好の機会となり、動物園の裏側を見ることができたり、命の大切さ
好の機会となり、動物園の裏側を見ることができたり、命
の大切さ
や思いやりの気持ちを学ぶことができたのではないかと思います
や思いやりの気持ちを学ぶことができたのではないかと思
います。
参加していただいたみなさん、本当にお疲れ様でした
参加していただいたみなさん、本当にお疲れ様でした。

ホワイトタイガーの赤ちゃんいよいよ公開！ ２月10日一般公開！！
平成23年11月18日、ホワイトタイガーの赤ちゃんが４頭誕生しました。
残念ながら２頭が死亡してしまったため、あとの２頭（オス、メス）を
飼育員が人工哺育で育てることになりました。これまで平川動物公園で
はトラの出産経験がなく、トラの人工哺育も初めてです。最初はなか
はトラの出産経験がなく、トラの人工哺育も初めてです。最初はなか
なかミルクを飲んでくれず、心配していましたが、現在は体重もぐん
なかミルクを飲んでくれず、心配していましたが、現在は
体重もぐん
ぐん増えて元気に育っています！食べ
るものもミルクの他に、大人のトラと
同じように肉も食べ始めていますよ。

生まれた頃はこんなに小さかったです

２月10日（金）から赤ちゃんを一般公開し、あわせて名前の募集もして
おりますので、みなさんぜひホワイトタイガーの赤ちゃんに会いに来て
くださいね！
(公開場所は園内マップ ７ ホワイトタイガー舎 ビューイングシェルターで
最近はいつも２頭でじゃれあっています 公開時間は10：00〜13：00です。）

マサイキリンのハート来園♪
クレーンで吊り上げてキリン舎へ
ハートがどこにいるかわかりますか？

木の枝が大好物♪

平成23年11月29
29日、静岡の日本平動物園よりオスのマサイ
日、静岡の日本平動物園よりオスのマサイ
キリンのハートがやってきました。
遠路はるばる大きなトラックに乗ってやってきたハートは、長旅の
疲れを感じさせず、すぐエサを食べるなど、とても落ち着いていまし
た。ハートという名前は体にハートの模様があるから名づけられたそ
うです。
とても好奇心旺盛なハートは、新しい環境にもすぐなじみ、普段は
アフリカ園裏のキリン舎の運動場で過ごしています。
アフリカ園デビューはもう少し先になりそうですが、現在はキリン
舎の運動場で会うことができますので、ぜひハートの体のハートマー
クを探してみてくださいね！
（園内マップ ４ ）

「シュンペイ」です。よろしくね！
こ
ん
な
なに
り大
まき
しく
た
♪

平成23年７月４日に生まれたレッサー
パンダのオスの赤ちゃんの名前を公募し
たところ、2,806通の応募がありました。
地元の小・中学生を交えた名前の選定委
員会を開催し、応募のあった名前の中か
ら「シュンペイ」が選ばれました。たく
さんのご応募ありがとうございました！
（園内マップ 16 ）

売店情報

♡３月14日はホワイトデー♡

バレンタインデーのお返しに愛らしいホワイトタイガーグッズを贈っ
てみませんか？きっと素敵な笑顔が見れるはず♡
今、平川動物公園で大人気のホワイトタイガーグッズを紹介します。
バレンタインデーのお返しにぴったり♡

人気商品第1位

人気商品第2位

ホワイトタイガーのぬいぐるみ

ホワイトタイガーの
バッグ&パペット

600個
限定 ! !
f
24%Of

パペットは手にはめて動かせます★
とってもキュートなのでお店で動かしてみて！

人気商品第3位
★赤ちゃん公開記念★
３月31日までクラッシック
ミニホワイトタイガー920
ミニホワイトタイガー
920円を
円を
700円で販売します★
円で販売します★
ぜひ、記念にお買い求めくだ
さい♪

ホワイトタイガーのお菓子
ホワイトタイガーのお菓
子も種類が豊富でどれも
美味しいです。一度お試
しください♪

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
（http: //h irak awazoo.jp/ ）でも紹介しています。

