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感染症への感染予防の対策として「動物とのふれあい」「エサやり体験」はお休みしています。

感染症の動向によって実施状況は変わりますので、ご来園時にご確認ください。

ソーシャルディスタンスには「社会との距離を設ける」という意味合いが含

まれており、ニホンザルが作り出す社会的な集団に当てはめると、「孤立」

を意味します。

このところフィジカルディスタンス（身体的距離）という表現も、され始め

ましたが、人間と同じようにニホンザルや動物たちにも、それぞれのルール

に則ったそれぞれの社会が存在しているのです。
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閉園期間中の東公園動物園
　4/11 ～ 6/1 の間、新型コロナウイルス感染防止対策として動物園を臨時閉園しました。

こんなに長く動物園がお休みになるのは初めてのこと、お客さんのいない動物園に飼育員は戸

惑いました。在宅勤務ではできない動物園の飼育作業は毎日変わらずいつも通りに行い、かた

わらで開園中では進めにくい作業を行いながら再開園の日を心待ちにしていました。

そんな閉園期間中の飼育員の様子を少し紹介します。

再開園後もまだまだ制限がありこれまでのような楽しみ方はできないかもしれません。それで

も来てくださる皆さんに動物たちの魅力が伝えられるように、楽しい時間を過ごせるように、

飼育員一同考えていきます。

ペンキ塗りいろいろ

木製の柵やベンチが傷まないように、ペンキや防腐剤

を塗ってメンテナンスします。
お客さんに気持ちよく過

ごしてもうらうために。

動物たちに気持ち良く過

ごしてもらうために。

草刈り 工作

いろいろ知ってほしいの

で、アップデート！

残念ながら、現在は

ご利用になれません。

掲示物

閉園期間中もいつもどおり、動物たちは変わらぬ

日々を過ごしていました。

普段エサ販売でエサをもらっている動物たちは、

張り合いがなかったかも？
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きれいになった？
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マーラのお庭に屋根マーラのお庭に屋根

土留め作業

雨で土が流れてしまわないように、擬木や丸太で段を

作ったり杭を打ち込んだりします。

しずかだな～。
飼育員は
相変わらず

なんかやってるな～。

閉園期間中の東公園動物園

ペンキ塗りいろいろ 草刈り 工作
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No.６

もるもっと（もるちゃん）
①　ゆび　を　くらべてみよう

②　ほっぺ　を　くらべてみよう

③　ごはん　の　たべかた　を　みてみよう

はむすたー（はむちゃん）

ヒツジの毛とアクリル毛糸でフェルトボールの作り比べをしたけど、

ヒツジの毛は丸まるのに、アクリル毛糸は全然丸まらなかったよ。 ヒツジの毛の表面にはギザギザと　　
ウロコみたいなものが見えたよ！

アクリルの表面はつるつるだ！

感染症予防対策として参加者の方にはマスク着用、体温測定、手指の消毒をお願いしました。

今後も感染症の動向を踏まえながら、イベントを開催する予定です。

感染症予防対策として参加者の方にはマスク着用、体温測定、手指の消毒をお願いしました。

今後も感染症の動向を踏まえながら、イベントを開催する予定です。

ヒツジの毛とアクリル毛糸でフェルトボールの作り比べをしたけど、

ヒツジの毛は丸まるのに、アクリル毛糸は全然丸まらなかったよ。

【くらべてみよう！　もるもっと　と　はむすたー】

はむちゃんと　

　　よく　まちがわれるの～。

うしろあしのゆび
３ほん

ほっぺに　エサは
ためられない

わたしは

ものを　もつことが

できないから

ごはんに

くちを

ちかづけて

たべるよ

ほっぺの　ほおぶくろに
ごはんを　いれておけるよ

まえあしのゆび
４ほん

まえあしのゆび
５ほん

うしろあしのゆび
５ほん

わたしは

ものを　もつことが

できるから

ごはんも

つかんで

たべれるよ

Part.2



閉園期間中の東公園動物園
　4/11 ～ 6/1 の間、新型コロナウイルス感染防止対策として動物園を臨時閉園しました。

こんなに長く動物園がお休みになるのは初めてのこと、お客さんのいない動物園に飼育員は戸

惑いました。在宅勤務ではできない動物園の飼育作業は毎日変わらずいつも通りに行い、かた

わらで開園中では進めにくい作業を行いながら再開園の日を心待ちにしていました。

そんな閉園期間中の飼育員の様子を少し紹介します。

再開園後もまだまだ制限がありこれまでのような楽しみ方はできないかもしれません。それで

も来てくださる皆さんに動物たちの魅力が伝えられるように、楽しい時間を過ごせるように、

飼育員一同考えていきます。

ペンキ塗りいろいろ

木製の柵やベンチが傷まないように、ペンキや防腐剤

を塗ってメンテナンスします。
お客さんに気持ちよく過

ごしてもうらうために。

動物たちに気持ち良く過

ごしてもらうために。

草刈り 工作

いろいろ知ってほしいの

で、アップデート！

残念ながら、現在は

ご利用になれません。

掲示物

閉園期間中もいつもどおり、動物たちは変わらぬ

日々を過ごしていました。

普段エサ販売でエサをもらっている動物たちは、

張り合いがなかったかも？

動物たち

顔出し看板

ふれあい広場ふれあい広場

塗るところ
たくさん（汗）

きれいになった？

before afterbefore after

ふれあい広場ふれあい広場

シカ舎シカ舎

よっこらしょー！

ヨッコラショー！

ジミーくんジミーくん

アニマルモールアニマルモール

ベンチベンチ ゾウ舎ゾウ舎

園内各所園内各所

顔出し看板顔出し看板

マーラのお庭に屋根マーラのお庭に屋根

土留め作業

雨で土が流れてしまわないように、擬木や丸太で段を

作ったり杭を打ち込んだりします。

しずかだな～。
飼育員は
相変わらず

なんかやってるな～。

閉園期間中の東公園動物園

ペンキ塗りいろいろ 草刈り 工作

掲示物

動物たち

顔出し看板

土留め作業

Part.1

き　　　　り　　　　と　　　　り　　　　せ　　　　ん

No.６

もるもっと（もるちゃん）
①　ゆび　を　くらべてみよう

②　ほっぺ　を　くらべてみよう

③　ごはん　の　たべかた　を　みてみよう

はむすたー（はむちゃん）

ヒツジの毛とアクリル毛糸でフェルトボールの作り比べをしたけど、

ヒツジの毛は丸まるのに、アクリル毛糸は全然丸まらなかったよ。 ヒツジの毛の表面にはギザギザと　　
ウロコみたいなものが見えたよ！

アクリルの表面はつるつるだ！

感染症予防対策として参加者の方にはマスク着用、体温測定、手指の消毒をお願いしました。

今後も感染症の動向を踏まえながら、イベントを開催する予定です。

感染症予防対策として参加者の方にはマスク着用、体温測定、手指の消毒をお願いしました。

今後も感染症の動向を踏まえながら、イベントを開催する予定です。

ヒツジの毛とアクリル毛糸でフェルトボールの作り比べをしたけど、

ヒツジの毛は丸まるのに、アクリル毛糸は全然丸まらなかったよ。

【くらべてみよう！　もるもっと　と　はむすたー】

はむちゃんと　

　　よく　まちがわれるの～。

うしろあしのゆび
３ほん

ほっぺに　エサは
ためられない

わたしは

ものを　もつことが

できないから

ごはんに

くちを

ちかづけて

たべるよ

ほっぺの　ほおぶくろに
ごはんを　いれておけるよ

まえあしのゆび
４ほん

まえあしのゆび
５ほん

うしろあしのゆび
５ほん

わたしは

ものを　もつことが

できるから

ごはんも

つかんで

たべれるよ

Part.2



どうぶつたちの「あしのうら」をみたことがあるかな？

体をささえたり、はやく走ったり「どうぶつのあし」は、体のつくりや

暮らしかたによって、大きさや形にそれぞれとくちょうがあるんだよ。

どうぶつと「あしのうら」を線でつなげてみよう！

正解は、このページの下で。

令和２年６月１日～令和２年８月３１日

どうぶつと「あしのうら」を線でつなげてみよう！

　６/２

６/２８

閉園解除（どうぶつふれあい、エサ販売は中止継続）

ヒツジの毛で作ろう　

　８/１

８/２２

どうぶつえんうんち探検隊

どうぶつとなかよくなろう！カピバラ編

どうぶつえんうらがわ探検　８/８、９、１５、１６、２２、２３

取材関係　６/４（FM おかざき）　６/６（朝日新聞）　６/１３（東海じゃらん）　６/２４（森由民さん）
　　　　　8/１（中日新聞、MICS）　　8/22（広報課、東海愛知新聞、MICS）

動物飼育数
哺乳類
鳥　類
爬虫類
合　計

種　　　点
種　　　点
種　　　点
種　　　点

15
12

3
30

146
46

4
196
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