
Ⅳ 主な行事と広報活動

内　　　　　　　　　　容

人形劇などを行う子育てサロン

4月14日

円山動物園ボランティア及び
森のボランティア活動開始式

円山動物園ボランティア及び森のボランティアの活動開始式を実施

4月14日～4月29日

フォトコンテスト応募作品展
示

フォトコンテスト2018応募作品の展示

アースデイ絵画コンクール展
示会

アースデイ絵画コンクール入選作品の展示

4月21日

飼育の日（4月19日）にちなんで、アジアゾウに関するトークイベントを実施

動物園の森写真展 動物園の森で撮影された写真や森のボランティアの活動について展示

5月3日～5月6日（計4日間）

円山動物園のゴールデン
ウィーク

骨展（ガイコツウィーク）などイベントを多数実施

5月11日

特定非営利活動法人国立動物園をつくる会との共催でシンポジウムを実施

5月18・19日

円山動物園内を会場として「地球のことを考え行動する日」をテーマにイベントを開催

5月22・26日

飼育担当者によるヒツジの毛刈りを実施

6月3日

フレフレZOO 種苗贈呈式 円山西町児童会館の児童による種苗贈呈式

環境広場さっぽろ出展 環境広場さっぽろに出展し、動物のことを解説

7月1日～31日

動物愛護に関する標語を募集(昭和40年度から実施）

酪農学園大学市民公開講座 酪農学園大学による一般向け公開講座

7月15日

発泡スチロール協会の協力で、ホッキョクグマへ活魚のプレゼントを実施

7月21日

薬物防止キャンペーン 札幌市薬剤師会による違法薬物防止啓発キャンペーン

7月26日、29日、30日

子どもの一日飼育係 動物園の飼育業務を通じて、動物園の魅力や役割を伝える

7月27日～8月4日

夏の特別展 夏の特別企画展「札幌の身近な生き物」

7月27日

障がいのある方を無料招待し、夜の動物園を楽しんでいただく。家族、介護者も無料招待

北海道大学水産学部による環境教育イベント

6月16日～8月16日
ちりめんじゃこの中の生き物を観察

コウモリ観察会 北海道大学植物園にてコウモリを観察

8月7・8日

ZOOナイトキャンプ 動物園でキャンプし、飼育員からの動物解説を聞き、生態を学ぶ

8月7日

暑い夏を快適に過ごせるように、ホッキョクグマに氷をプレゼント

8月17・18日、9月1・7日

各日90名を定員として、飼育担当者が夜の動物園をガイド

8月29日～10月27日

ゾウ舎において忠類ナウマンゾウの化石等を展示

9月15日

ボランティアの日 円山動物園ガイドボランティアによるイベント

国立動物園をつくる会　第13回シ
ンポジウム

飼育の日

4月22日～5月6日

忠類ナウマンゾウ化石発見50周年
記念事業　PR展

6月23・24日

ヒツジの毛刈り

ホッキョクグマに氷のプレゼント

夜の動物園プレミアムツアー

8月2日

シロクマキャンペーン

北海道大学水産学部マリンラーニ
ング

 1　令和元年度の主な行事
名称および日時

毎月第３水曜日

子育てサロン　あおぞらinZOO

4月20日～5月19日

チリモン観察会（計7回）

動物愛護標語募集

第13回アースデイ円山動物園

7月14日

ハーティナイト（障がい者夜の動
物園特別招待）
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Ⅳ 主な行事と広報活動

内　　　　　　　　　　容

 1　令和元年度の主な行事
名称および日時

9月16日

どうぶつ敬老の日 ご長寿動物たちに特別なエサをプレゼント

9月16日～11月10日

カバ写真展 敬老の日とあわせカバ（個体名：ドン）が日本最高齢となったことから、市民から写真を募集し展示

9月20日

北海道博物館学芸員の北海道のゾウ化石に関するトークや、忠類小学校の児童が育てたかぼちゃをゾウにプレゼント

9月7日

市内児童会館の児童が収穫した野菜を動物園に寄贈

9月22日

市内に住む小学生以下の児童から応募のあった650点の中から選ばれた入選者への表彰

9月22日～10月22日
上記コンクール入選作品（市長賞・教育長賞・円山動物園長賞・金賞・銀賞・銅賞・佳作）を
展示

9月26日

動物慰霊祭 平成30年9月1日から令和元年8月31日までの1年間に当園で飼育展示中に死亡した動物の慰霊祭
（昭和50年度から実施）

10月5日・6日

身近に生息するキノコとその解説を展示

10月13・14日

サイエンZOO 動物たちの不思議に関する実験や、子どもから大人まで楽しめる様々な実験を実施

サイエンステーリング 園外から専門家を招き、楽しみながら科学的視点を持ってもらう講義を行う

「絵本と北の動物」 絵本作りや飼育員の解説を通じてエゾシカの生態系を学ぶ

11月1日

講演会「未来のまちに動物園水族
館を残そう！」

動物園条例に関して、動物園の専門家たちによる講演会・パネルディスカッションを行い、参加者に対してアンケートを実
施

11月23日～25日

種保存会議 （公社）日本動物園水族館協会が2年に一度開催する会議及びシンポジウムを共催

ちびっこ福引大会 中学生以下を対象に、期間中３回来園すると福引に挑戦できる

干支の特別展示 2020年の干支「子」にちなんで、園内で飼育しているネズミ類の生態展示や解説展示

12月22日

二ホンザリガニ円山会議 二ホンザリガニに関する調査・研究についての講演・パネルディスカッション

12月26日、1月10日、1月13日

チリモン観察会 ちりめんじゃこの中の生き物を観察

市内小学校4年生～6年生を対象（昭和44年度から実施）

1月1日～3日
子年にちなんだ記念品を先着にて配布

1月8日～9日

ZOOナイトキャンプ 動物園でキャンプし、飼育員からの動物解説を聞き、生態を学ぶ

2月4日～11日
園内に氷の滑り台や雪の迷路を設置するなど、雪と氷を活用したイベント

2月2日～16日

西岡公園自然調査報告展 西岡公園ヤンマ団・サカナ組による調査・研究の展示

2月22日、23日（23日は延期）

冬の夜の動物園プレミアムツ
アー

各日90名を定員として、飼育担当者が夜の動物園をガイド

3月22日

生き物たちの北海道おはなし
リレー（中止）

過去の動物と現在の動物についてのトークショー

○円山動物園だより 年4回発行（6.7.10.1月）
○円山動物園リーフレット 随時デザインの変更、外国語版も発行（英語、韓国語、繁体語、簡体語含む）
○広報さっぽろ 随時
○プロモーションＤＶＤ 円山動物園の紹介ＤＶＤ。英語テロップ入ＤＶＤもあり。Ｈ19年度製作。15分。
○円山動物園公式ホームページ URL:http://www.city.sapporo.jp/zoo/
○円山動物園公式Twitter URL:https://twitter.com/marudou_fan
○広報番組 「きょうは、円山動物園シーズン3」の製作。
○広報用動画 夜の動物園。H30年制作。15秒、10分。

○「円山動物園まるごと体験リポート」 飼育作業や動物園の役割などを紹介したビデオ。Ｈ16年制作。21分。

○「アニマル先生の動物大辞典」 円山動物園の紹介ビデオ。Ｈ14年制作。21分。

○レプリカ ゾウのフン、トラの足型などのレプリカと教材解説書

円山動物園スノーフェスティバル

10月19日,11月9～10日,2月8日～9日

11月1日～3月31日

フレフレZOO野菜贈呈式

貸
出
教
材

12月1日～1月5日

12月26・27日、1月7日

冬の子ども一日飼育係

三が日縁起物配布

第47回幼児･児童動物画コンクール
表彰式

キノコ展

第47回円山動物園幼児･児童動物画
ｺﾝｸｰﾙ入選作品展示

忠類ナウマンゾウ化石発見50周年
記念事業　トークイベント

10月27日

広
　
報
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内　　　容
体験・観察

遭遇できる場所

1 リスザルのお食事ガイド リスザルの食事風景をご覧いただけます。
こども動物園
リスザルドーム

2 カンガルーのお食事ガイド
解説を聞きながら、オオカンガルーの食事風景をご覧いただ
けます。

カンガルー館

3 スローロリスガイド
スローロリスの生態や現状について解説いたします。
先着20名。30分前から動物園センターにて整理券配布。

カンガルー館

4 ヒツジのお食事ガイド 解説を聞きながら、ヒツジの食事風景をご覧いただけます。 こども動物園

5 ライオンガイド ライオンについて、解説します。
アフリカゾーン
カバ・ライオン館

6 レッサーパンダガイド レッサーパンダについて、解説します。
アジアゾーン
高山館

7 ヒマラヤグマガイド ヒマラヤグマについて、解説します。
アジアゾーン
高山館

8 トラガイド トラについて、解説します。
アジアゾーン
寒帯館

9 ユキヒョウガイド ユキヒョウについて、解説します。
アジアゾーン
寒帯館

10 マレーグマガイド マレーグマについて、解説します。
アジアゾーン
熱帯雨林館

11 ハイエナガイド ブチハイエナについて、解説します。
アフリカゾーン
カバ・ライオン館

12 アジアゾウガイド アジアゾウについて、解説します。 ゾウ舎

13 ニホンザルのお食事ガイド
解説を聞きながら、ニホンザルの食事風景をご覧いただけま
す。

サル山

14 ダチョウのお食事ガイド
解説を聞きながら、ダチョウの食事風景をご覧いただけま
す。

アフリカゾーン
キリン館　屋外

15 カバガイド カバについて、解説します。
アフリカゾーン
カバ・ライオン館

16 熱帯鳥類館のお食事ガイド
解説を聞きながら、熱帯鳥類館で飼育している動物たちの食
事風景をご覧いただけます。

熱帯鳥類館

17 ゴイサギガイド ゴイサギについて、解説します。 総合水鳥舎

18
猛禽類の
フリーフライト

解説を聞きながら、猛禽類の飛翔を間近でご覧いただけま
す。鷹匠体験では、自分の腕にトビが飛んでくる、迫力のあ
る体験ができます。

屋外ステージ

19 フラミンゴガイド
ベニイロフラミンゴとチリーフラミンゴについて、
解説します。

熱帯鳥類館

20 は虫類・両生類ガイド は虫類・両生類館にいる動物たちについて、解説します。 は虫類・両生類館

2020年度「みんなのドキドキ体験」

名　称
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内　　　容
体験・観察

遭遇できる場所

21 ワニのガイド ガビアルモドキやヨウスコウワニについて、解説します。 は虫類・両生類館

22 シロテテナガザルガイド シロテテナガザルについて、解説します。 類人猿館

23 オランウータンガイド ボルネオオランウータンについて、解説します。 類人猿館

24 フクロウガイド 動物専門員がフクロウを腕に載せて、解説します。 フクロウとタカの森

25 タンチョウガイド 特別天然記念物であるタンチョウについて、解説します。 総合水鳥舎

26 ペンギンガイド フンボルトペンギンについて、解説します。 総合水鳥舎

27 エゾシカのお食事ガイド
解説を聞きながら、エゾシカの食事風景をご覧いただけま
す。

エゾシカ・オオカミ舎

28 オオカミガイド シンリンオオカミについて、解説します。 エゾシカ・オオカミ舎

29 ホッキョクグマガイド ホッキョクグマについて、解説します。
ホッキョクグマ館
屋内2階

30 ホッキョクグマ館ガイドツアー
ツアー形式でホッキョクグマ館を案内いたします。開始時間
までに、ホッキョクグマ館前のホッキョクグマのモニュメン
トに集合。

ホッキョクグマ館

31 アザラシガイド ゴマフアザラシとゼニガタアザラシについて、解説します。
ホッキョクグマ館
屋内2階

32 モンキーハウスガイド モンキーハウスにいる動物たちについて、解説します。 モンキーハウス

33 マンドリルガイド マンドリルについて、解説します。
モンキーハウス
屋外

34
エゾヒグマの
お食事ガイド

エゾヒグマがエサ穴から上手にエサを食べる様子をご覧いた
だきながら、解説を聞くことができます。

エゾヒグマ館

35
冷蔵庫ツアー
～まんまみぃよ!!～

普段は公開していない動物の餌を保管している冷蔵庫や冷凍
庫へご案内いたします。

飼料庫

36 サンデーガイド 動物園のボランティアガイドが動物について解説します。 各施設

37 森の散策タイム
動物園の森ボランティアによる、植物や昆虫の観察ができる
ガイドツアーです。

動物園の森

38 生きている地球を体験しよう
動物科学館に展示されている「触れる地球」を使って、知っ
ているようで知らない地球の姿を解説します。

動物科学館

名　称
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№ 日　付 主　な　内　容 № 日　付 主　な　内　容

1 H31.4.3 平成30年度の来園者数について 30 R1.9.2 今後飼育していく動物種について

2 H31.4.10 円山動物園基本方針「ビジョン2050」を策定しました 31 R1.9.12
動物敬老の日（ご長寿動物に特別なメニューをプレゼン
ト）について●

3 H31.4.16 アジアゾウ「トークイベント」の開催● 32 R1.9.20
第47回円山動物園幼児・児童動物画コンクール表
彰式を行います●

4 H31.4.21 シマフクロウの卵は孵化にいたりませんでした 33 R1.9.26 円山動物園「動物慰霊祭」の開催について

5 H31.4.22
日糧製パン株式会社×札幌市円山動物園
ゾウ舎オープン記念コラボ商品発売について

34 R1.10.3 「円山動物園自然ときのこ展」の開催について●

6 H31.4.23 マレーグマの『ハッピイ』が転出します。 35 R1.10.9 シンリンオオカミ「ショウ」の転出について

7 R1.5.7 国立動物園をつくる会シンポジウムの開催について 36 R1.10.10
日糧製パン寄付金贈呈式・アジアゾウにシラカシの
プレゼント

8 R1.5.9 オオカミ「ルーク」の死亡について 37 R1.10.11
「サイエンZOO（動物園科学の日）」開催のお知らせ
●

9 R1.5.11 オオカミ「ルーク」の死亡について＜第2報＞ 38 R1.10.23 漫画描き 本庄敬さんのミニサイン会を開催します！

10 R1.5.14 羊の毛刈りについて● 39 R1.10.28 エランドの『コペル』が転出します。

11 R1.5.14 アースデイ● 40 R1.10.29 動物園条例検討部会及び講演会を開催します●

12 R1.5.25 羊の毛刈り延期について 41 R1.10.31 第21回種保存会議シンポジウム（一般公開）●

13 R1.5.30 Qoo寄付金贈呈式 42 R1.11.7 特定動物等脱出対策総合訓練を実施します●

14 R1.5.31 スローロリス誕生、カンガルー館展示再開 43 R1.11.8 円山動物園 廃棄プラスチック削減宣言について

15 R1.6.30
2019年度動物福祉評価に関するワークショップを開
催します

44 R1.11.21
日本動物園水族館協会「第21回種保存会議」の開
催について

16 R1.7.4
第47回円山動物園幼児・児童動物画コンクールの
募集を行います●

45 R1.11.28 毎年恒例の干支展の開催、絵馬の無料配布●

17 R1.7.9
円山動物園内においてエゾシマリスの調査を行いま
す

46 R1.12.5 ユキヒョウの『コハク』が来園します。

18 R1.7.22 「動物福祉の日」等の制定について 47 R1.12.5
動物園等における高病原性鳥インフルエンザへの
対応に係る講習会を開催します

19 R1.7.24
円山動物園ハーティナイト（障がい者夜の動物園特
別招待）開催●

48 R1.12.19 第２回ニホンザリガニ円山会議を開催します

20 R1.7.25 6月に孵化したカンムリシロムクの公開を開始します 49 R2.1.9
「冬の夜の動物園プレミアムツアー」参加者募集と
夜行性動物入園券の発売のお知らせ●

21 R1.8.1 市民動物園会議　市民委員を募集します● 50 R2.1.23 エランドの「プッチョ」が亡くなりました

22 R1.8.5
ホッキョクグマ・アジアゾウ・ニホンザルに氷をプレゼ
ント！

51 R2.1.24 エランド訃報【第二報】

23 R1.8.6 円山動物園内に新しい飲食店がオープンします！ 52 R2.1.31
円山動物園スノーフェスティバル2020を開催します
●

24 R1.8.8
オオワシ野生復帰検討委員会
第一回会議を開催します

53 R2.2.3
ボルネオオランウータン「レンボー」待望の赤ちゃん
出産！

25 R1.8.9 あおぞらプロジェクトとうきびのプレゼント 54 R2.2.6
札幌市円山動物園ビジョン2050第１次実施計画(案)
に対するパブリックコメントを実施します！

26 R1.8.15
敬老の日の「カバの写真展」開催及び写真募集の
お知らせ

55 R2.2.10 ボルネオオランウータンの赤ちゃんを公開します！

27 R1.8.27
忠類ナウマン象化石骨発見50周年記念事業 in 円
山動物園

56 R2.2.19 円山動物園における作業車両による事故について

28 R1.8.27 オランウータンの「レンボー」が妊娠しました 57 R2.2.20
公開講演会「北海道の稀少猛禽類の保全～その取
り組みと今後の課題～」の中止について

29 R1.9.2 動物園条例検討部会　市民委員を募集します● 58 R2.2.29 円山動物園　臨時休園のお知らせ

令和元度広報発表調書

●：イベント情報誌掲載、地デジ放送及びiさっぽろ（スマホアプリ）配信

－ 29 －



№ 日　付 主　な　内　容 № 日　付 主　な　内　容

59 R2.3.17 円山動物園　臨時休園期間延長のお知らせ

60 R2.3.19 ボルネオオランウータンの愛称投票の実施について

令和元度広報発表調書

●：イベント情報誌掲載、地デジ放送及びiさっぽろ（スマホアプリ）配信

－ 30 －


