「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
１２月末現在飼育動物数
種別
点数
種類
574
79
ほ乳類
48
443
鳥
類
12
31
は虫類
139
1,048
計

チリーフラミンゴと桜

平川動物公園通信 No.23
（2011年２月18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)

リニューアルオープン＆
春の動物公園まつり開催！！
【期間】
平成23年3月6日 日 〜4月3日

日

好きな動物にエサをあげよう

着ぐるみ動物のお出迎え

日時 春まつり期間中の３月の毎週日曜日

日時 春まつり期間中毎週日曜日と祝日

午前 時〜
午前11時〜
対象 どなたでも（ただし各日先着
どなたでも（ただし各日先着100
100名）
名）
場所 対象動物舎
内容 キリンなど好きな動物を選んでエサをあげられます。
（午前９時から入園口・アフリカ園前での受付が必要）

対象 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 ）
場所
可愛い着ぐるみ動物と遊んだり
内容

ヒツジの毛刈り実演＆クイズ大会

全国都市緑化かごしまフェア花かごしま2011協賛行事

日時
対象
場所
内容

３月12日(土)、26日(土)、4月2日(土) 午後２時〜
小・中学生
ふれあいコーナー（園内マップ 36 ）
毛刈りの実演をご覧いただき、１頭
分の刈りとった毛の量さを当ててい
ただきます。ふれあいコーナーに設置してある
応募箱に答えを投函してください。
（正解者には賞品をプレゼント）

どなたでも参加いただけます。

記念撮影もできます。

花苗無料配布
日時
対象
場所
内容

３月20日(日) 午前９時
３月
先着1,000名様
名様
どなたでも 先着
アフリカ園前（園内マップ
（園内マップ １ ）
アフリカ園前
第28回全国都市緑化かごしまフェア花かごしま2011に
ちなんで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

※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。

新１年生無料ご招待！
！
4月1日 金 〜4月5日 水
今春晴れて小学校に入学される
新１年生が対象となります。

時計塔
リニューアル
みんなの大好きな時計塔の
からくり人形達がきれいに
お化粧直しされました。
ぜひ見に来てくださいね♪

時計塔のからくり人形は 分置きに楽しい音楽と共に
時計塔のからくり人形は15分置きに楽しい音楽と共に
動き出す平川動物公園の人気スポットです。

募集情報

動物飼育体験教室

日時 ３月19日(土)、21日 (祝・月) のいずれか１日 午前９時〜12時
対象 小学生以上 各日10
各日10名(組) ＊超えたら抽選

※小中学生は保護者と一緒の参加となります。
応募方法 往復はがきに、①住所 ②氏名(保護者氏名
②氏名 保護者氏名) ③年齢

④連絡先電話番号
④連
絡先電話番号 ⑤飼育体験希望日を記入して、
飼育体験希望日を記入して、３月
３月14
14日 (必着
必着)
まで
までに平川動物公園「飼育体験教室係」までお申込みください
に平川動物公園「飼育体験教室係」までお申込みください。

アフリカ園前

足湯オープン
1月22日（土）にアフリカ園前
足湯がオープンしました。
足湯がオープンしました
アフリカ園のパノラマを眺め
ながら、ゆっくり足湯をお楽
しみください。
しみください

2011年春 世界のクマゾーンなど
今春のリニューアルオープンに向けて整備をすすめてきた、世界のクマゾーンなどが完成間近です。ホッキョクグマが
今春のリニューアルオープンに向けて整備をすすめてきた、世界のクマゾーンなどが完成
間近です。ホッキョクグマが
水中に飛び込むシーンをガラスビューから観察したり、インドの森ゾーンでは、芝生広場
水中に飛び込むシーンをガラスビューから観察したり、イ
ンドの森ゾーンでは、芝生広場で遊んだり、ゾウを眺めながら
で遊んだり、ゾウを眺めながら、
足湯に入ったりとリニューアルオープンが待ち遠しいですね。
足湯に入ったりとリニューアルオープンが待ち遠しいです
各ゾーン等の整備状況（平成23年１月現在）
各ゾーン等の整備状況（平成 年１月現在）

インドの森ゾーン

野生のイヌ・ネコゾーン（トラ）

ゾウ舎

トラ舎

ゾウの放飼場や足湯、授乳室の整備を行っています。
ゾウの放飼場や足湯、授乳室の整備を行っています

トラ舎とビューイングシェルターの整備を行っています。
トラ舎とビューイングシェルターの整備を行っています

世界のクマゾーン

食堂オープンテラス
クマ舎

園路の整備を行っています。
園路の整備を行っています

チンパンジーのラルゴくんとケイくん
野生のチンパンジーは、20〜100頭の群
れで生活しています。平川動物公園では、
オスのチンパンジーのラルゴくん (27歳)
とケイくん (20歳) の２頭は別々で生活し
ていましたが、いっしょに暮らすために、
ていましたが、いっしょに暮らすために
11月からさく越しにお見合いを始めました
11月からさく越しにお見合いを始めました。
ラルゴくん
○ラルゴくんとケイくんについて教えて
（27歳）
ください。
ラルゴくんは、とてもからだが大きく、
どっしりしています。口に含んだ水を、
お客さんにかけることがあります。くだ
ものが大好きですが、野菜も好き嫌いな
く食べます。
く食べます
ケイくんは、とてもやんちゃで、いつも
ケイくん
暴れたり大声をあげて動いています。エ
サをもらうときは、とてもおとなしくなり、 （20歳）
手を出したり、頭をなでさせてくれたりします。バナナ
などのくだものが大好きで、野菜はあまり食べたがりま
せん。
せん

○同居の様子を教えてください。
日に初めて同居をしました。
12月30日に初めて同居をしました
最初のうちは、ひどく興奮して、大声を出したりしてい
ましたが、だんだん慣れてきました。ある時、まちがって
ある時、まちがって、
ましたが、だんだん慣れてきました。
ケイくんがラルゴくんの手をケガさせたことがありました。
その後、ケイくんがラルゴくんの手をなめてあげて、仲
なおりをしたシーンはとても感動的でした。
なおりをしたシーンはとても感動的でした
○ラルゴくんとケイくんにひとこと
これからも、同居をさせていきたいと思います。春ごろ
には、２頭いっしょに、外の運動場で遊べるくらい仲良
くなってほしいと思っています。みなさまも動物公園に
いらした時は、ラルゴくんとケイくんに会いにきてくだ
さいね。
さいね

オープンテラスの骨組みが出来上がってきました。
オープンテラスの骨組みが出来上がってきました

☆ニューフェイス☆

風美ちゃん

レッサーパンダ「瞬瞬 (シュンシュン
シュンシュン)」
に花嫁がやってきました
に花嫁がやってきました。
２月７日に千葉市動物公園から雌の
レッサーパンダ風美 (フウミ
フウミ)ちゃん
ちゃん
がやってきました。
がやってきました

風美ちゃんは立つレッサーパンダで
有名な風太 (フウタ
フウタ) くんの娘です。
くんの娘です
可愛い赤ちゃんが出来るようにみん
なも応援してね☆

瞬瞬

赤 ち ゃん 紹 介

ブタオザル
アカカンガルー（オス 名前
名前：リンタロウ）
リンタロウ）
平成22年11月14日生まれ 平成22年10月27日に袋から出てきました
日に袋から出てきました。
サル舎（園内マップ ７ ）
アカカンガルー舎（園内マップ 30 ）
アカカンガルー舎（園内マップ

売店情報

動物公園のゲート売店（食堂下売
店）にとっても可愛い 鹿児島限
定 ご当地キティちゃんの靴下が
入荷しました！！
さらに、お母さん達のご要望にお
応えして、紙おむつの販売も開始
しました☆
しました
ぜひ、ご利用ください！

平川動物公園ホームページがリニューアルしました。
UR L：http://hirakawazoo.jp/ イベントや動物たちの情報が満載です。

