
２P…特集（人気投票）

３P…ニューフェイスがいるよ～

４P…寄付のおはなし

５P…春夏秋冬シカのつの　動物園ミニ図鑑

６P…YouTube はじめました　 ZOO NEWS

2022 年  春  第 64 号2022 年  春  第 64 号

第 10 回「動物園人気投票」開催しました

あなたの『推し』は

何位になったかな？

気になる結果は、

次のページへ➡

INFORMATIONINFORMATION

YouTube facebook Instagram 各種ご案内 ぬりえ

東公園動物園公式ページは以下の QR コードからご覧ください。

東公園動物園は月曜日・年末年始（１２月２９日～１月２日）

が休園日です。（月曜日が祝日の場合は最初の平日がお休み）
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きんちゃん　

（2019/8/18 生まれ）

人見知りだけど

慣れるとぐいぐいタイプ？

ぎんちゃん　

（2020/6/18 生まれ）

ちょっぴり怖がり

前回の「ずーっとおかざき冬号」でニューフェイスの

「きんちゃん」「ぎんちゃん」を紹介しました。

今回は先住個体たちの住むリスザル舎に仲間入りする際のエピソード

をお届けします。

まずはおさらいから…

仲良し大作戦！！

昨年、東京の江戸川区自然動物園から２頭のコモンリスザルが東公園動物園に

仲間入りすることになりました。2021 年はオリンピック、パラリンピックの年

でもあり、メダルの色と、ご長寿で有名な「きんさん」「ぎんさん」のように長生

きしてほしいという意味で「きんちゃん」「ぎんちゃん」と名づけました！

ステップ 1＜お見合い＞

網越しでお互いに認識できる

距離で、顔合わせをします。

ステップ 1＜お見合い＞

網越しでお互いに認識できる

距離で、顔合わせをします。

ステップ２＜いざ合流＞

体の大きい先住個体たちを怖

がってしまい、近づいただけ

で大騒ぎ！！

先住個体たちも気になって追

いかけたり抱き着いたり、、

まだ早かったか、、

ステップ２＜いざ合流＞

体の大きい先住個体たちを怖

がってしまい、近づいただけ

で大騒ぎ！！

先住個体たちも気になって追

いかけたり抱き着いたり、、

まだ早かったか、、

ステップ５＜いざ合流２＞

先住個体を１頭ずつ合わせていき、徐々に合わせる頭数を増

やしていきました。

お互いに距離感はありつつも何とか成功です！良かった！

ステップ５＜いざ合流２＞

先住個体を１頭ずつ合わせていき、徐々に合わせる頭数を増

やしていきました。

お互いに距離感はありつつも何とか成功です！良かった！

ステップ３＜お見合い 2＞

ケージに入れてもう一度

放飼場でお見合いをします。

ステップ３＜お見合い 2＞

ケージに入れてもう一度

放飼場でお見合いをします。

ステップ４＜場所になれる＞

環境に慣れてもらうために

２頭だけ放飼場に放しました。

ステップ４＜場所になれる＞

環境に慣れてもらうために

２頭だけ放飼場に放しました。

きんちゃん、ぎんちゃんは他の個体より顔が白っぽく、体が小さいのが見分けるポイントです！

好奇心と食欲旺盛でまだまだ成長する２頭に注目です！

先住個体のリスザルたちとスムーズに合流できるように段階を重ねて今は一緒に

展示できるようになりました。その名も『仲良し大作戦』。

３３

きん

ぎん

クーロン

カイ

ナニー

ナニーきん
きん

ぎん

　1 位　ふじ子　　　　　　（1↑）

　2 位　ラクダ　　　　　　（初登場！）

　3 位　プレーリードッグ　（→）

　4 位　ウサギ　　　　　　（2↑）

　5 位　ミーアキャット　　（→）

　6 位　カピバラ　　　　　（3↓）

　7 位　モルモット　　　　（6↓）

　8 位　カメ　　　　　　　（1↑）

　９位　リスザル　　　　　（6↑）

１０位　ヤギ　　　　　　　（2↓）

１１位　ジミーくん　　　　（2↑）

１２位　クジャク　　　　　（2↓）

１３位　ニホンジカ　　　　（2↓）

１４位　ラマ　　　　　　　（4↑）

１５位　ニホンザル　　　　（1↑）

　　　　マーラ　　　　　　（2↑）

１７位　ヒツジ　　　　　　（3↓）

１８位　フラミンゴ　　　　（前回なし）

１９位　トリ　　　　　　　（7↓）

２０位　ウマ　　　　　　　（13↓）

　今回初めて SNS でも開催をしてみましたが、上位

を除いては例年と大きく順位が入れ替わっているとこ

ろもありました。例年 1 位争いをするほど人気のモ

ルモットの順位が大きく下がってしまいました。

ポスターを作ったのは人気投票担当の私なんです…。

個人的に好きなモルちゃんで作りましたが「写真映え」

してないんでしょうか、ちょっぴり責任を感じており

ます…写真映えとは…Instagram って…SNS って、

難しいな～と感じました。

今回も３位という上位に入れてとっても嬉しいです！

ご飯を食べている姿、日光浴をしている姿、遊んでい

るところ、何をしていてもかわいいですよね～。

　2021 年 12 月 4 日～ 12 月 19 日に、１０回目となる「動物園人気投票」

を開催をしました。新型コロナウイルスの影響もあり約２年ぶりの開催とな

りましたが、今回は園内での投票だけでなく、SNS での投票を取り入れて

みました。

その結果！なんと 1849 票もの投票をしていただきました！

その内 Instagram では 1,400 票もあり、見事１位に輝いたのは東公園動物

園のアイドル「ふじ子さん」でした！ 1 位奪還おめでとうございます！

　2021 年 12 月 4 日～ 12 月 19 日に、１０回目となる「動物園人気投票」

を開催をしました。新型コロナウイルスの影響もあり約２年ぶりの開催とな

りましたが、今回は園内での投票だけでなく、SNS での投票を取り入れて

みました。

その結果！なんと 1849 票もの投票をしていただきました！

その内 Instagram では 1,400 票もあり、見事１位に輝いたのは東公園動物

園のアイドル「ふじ子さん」でした！ 1 位奪還おめでとうございます！

初参戦で 2 位ありがとうございます！

新しく仲間入りして日が浅いですが、皆さんもヒトミさん

の魅力に気づいちゃいました？

飼育員も日々新しいヒトミさんの魅力を見つけてほっこりしています。

なんと！！今回は初めて最下位になってしまいました。

上位を目指して、おうまさんのかわいさや魅力を知っ

てもらえるように頑張るぞ～！

第１位

第２位

第３位

第 20 位

たくさんの投票ありがとうございました！

またの開催をお楽しみに～！

- 結果の見方 -

順位　動物名　（前回からのランク上下）

いつも応援して下さる皆様、今回投票して下さった皆様ありがと

うございます。無事に 1 位の座に返り咲くことが出来ました！

ふじ子は今年の 4 月で 54 歳になります。

最近はお部屋の中で過ごすことも多くなっていますが、これから

も元気に過ごせるようにお世話をしていきます !!
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No.1２
ふらみんご の おはなし

いつもの ふらみんごいつもの ふらみんご

おくちを　あけると～？

くちばしの ふちが

ひだひだしているね。

くちばしの ふちが

ひだひだしているね。

こうなってる！こうなってる！

ちゃくちゃく

くびを　こまかく

うごかして

くびを　こまかく

うごかして

ちゃくちゃく

ちゃくちゃく

ちゃくちゃく

ちゃくちゃく

あしは　みずべで

ふみふみ　うごかして

あしは　みずべで

ふみふみ　うごかして

ふらみんごの ごはんのたべかた を みてみよう！

くちばしの ふちが 

くしのような かたちに なっていて

みずのなかの  ちいさな「ぷらんくとん」 を

みずをこして たべているよ。

むずかしかったかな？

き　　　　り　　　　と　　　　り　　　　せ　　　　ん

ニホンジカの のおはなし。

前回の冬号では、ダニエルくんの角が立派に出来上がったものの、安全のために短く切ったことをお話

ししました。

＜野生のシカ＞

メスをめぐって角を使って、

ほかのオスと力くらべをします。

強いオスは、「なわばり」を広く

持つことができ、メスと交尾する

チャンスが増えます。

＜ダニエルくん＞

角は短くなっていしまいました

が、しっかりと「オレは強いぞ！」

とアピールして、いろいろなとこ

ろに角を擦りつけて、角がだんだ

ん丸くなっていきます。

秋～冬は恋の季節　－角はオスにとって強さを示すもの－

新たに１歳の「セイゴ

くん」が仲間入りした

こともあり、力くらべ

を挑んでくるセイゴく

んの相手をしてとても

張り合いがあります。

ダニエルくん

13 歳

ダニエルくん

13 歳

ダニエルくんダニエルくん
セイゴくんセイゴくん

セイゴくん

1 歳

セイゴくん

1 歳

５５

8 月 30 日

切り口（ふち）

が鋭いです。

１月１８日

ふちに丸みが

でてきました。

体格差があり、ダニエルくんの

勝ちでした。

体格差があり、ダニエルくんの

勝ちでした。

お互いに角は短く切っていますが、

力くらべをしているところ。

お互いに角は短く切っていますが、

力くらべをしているところ。

これからも東公園動物園が

皆さんから愛される

動物園でありますように。

４４

ほかにも季節ごとの飾りやメッセージカード、お手紙をいただくことがありました。心温まるメッ

セージは私たち飼育員の励みになります。

ありがたいことに寄付の件数は年々増加しています。推しの動物に寄付をくださる方もいれば、園

全体にくださる方も。また、企業からの寄付もありました。

東公園動物園の仲間がこうして大切に思っていただけていることが、

とても嬉しいです。

この場を借りてお礼させていただきます。皆さん、本当にたくさんありがとうございました！

ほかにも季節ごとの飾りやメッセージカード、お手紙をいただくことがありました。心温まるメッ

セージは私たち飼育員の励みになります。

ありがたいことに寄付の件数は年々増加しています。推しの動物に寄付をくださる方もいれば、園

全体にくださる方も。また、企業からの寄付もありました。

東公園動物園の仲間がこうして大切に思っていただけていることが、

とても嬉しいです。

この場を借りてお礼させていただきます。皆さん、本当にたくさんありがとうございました！

令和 3 年は 76 件の寄付をいただきました（21 名の方と、匿名で 11 件、企業から 3 件）。令和 3 年は 76 件の寄付をいただきました（21 名の方と、匿名で 11 件、企業から 3 件）。

- たくさんの寄付をありがとうございます -　
今年も動物たちのためにたくさんの寄付をいただきました。

本当にいろいろなものをいただきましたので、みなさんに少し紹介します。

こんなものをいただきました。こんなものをいただきました。

・果物類（高級リンゴやシャインマスカット、大玉スイカなど。）

・野菜類（無農薬で新鮮なものはおいしそうに食べます。）

・ウサギやモルモットやニワトリのエサ

・ヒマワリの種やイチゴの苗　・落花生やナッツなど

・米（玄米やもち米も！）　・黒砂糖　・梅干し

こんなものまで！こんなものまで！
・バナナの木　　　・赤飯

・カシの木　　　　・紅白まんじゅう

・竹　　　　　　　・お守り

・サトウキビ　　　・動物用の小屋

バナナの木は、ふじ子の

運動場の裏に植えて育てます。

バナナの木は、ふじ子の

運動場の裏に植えて育てます。
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くしのような かたちに なっていて

みずのなかの  ちいさな「ぷらんくとん」 を

みずをこして たべているよ。

むずかしかったかな？

き　　　　り　　　　と　　　　り　　　　せ　　　　ん

ニホンジカの のおはなし。

前回の冬号では、ダニエルくんの角が立派に出来上がったものの、安全のために短く切ったことをお話

ししました。

＜野生のシカ＞

メスをめぐって角を使って、

ほかのオスと力くらべをします。

強いオスは、「なわばり」を広く

持つことができ、メスと交尾する

チャンスが増えます。

＜ダニエルくん＞

角は短くなっていしまいました

が、しっかりと「オレは強いぞ！」

とアピールして、いろいろなとこ

ろに角を擦りつけて、角がだんだ

ん丸くなっていきます。

秋～冬は恋の季節　－角はオスにとって強さを示すもの－

新たに１歳の「セイゴ

くん」が仲間入りした

こともあり、力くらべ

を挑んでくるセイゴく

んの相手をしてとても

張り合いがあります。

ダニエルくん

13 歳

ダニエルくん

13 歳

ダニエルくんダニエルくん
セイゴくんセイゴくん

セイゴくん

1 歳

セイゴくん

1 歳

５５

8 月 30 日

切り口（ふち）

が鋭いです。

１月１８日

ふちに丸みが

でてきました。

体格差があり、ダニエルくんの

勝ちでした。

体格差があり、ダニエルくんの

勝ちでした。

お互いに角は短く切っていますが、

力くらべをしているところ。

お互いに角は短く切っていますが、

力くらべをしているところ。

これからも東公園動物園が

皆さんから愛される

動物園でありますように。

４４

ほかにも季節ごとの飾りやメッセージカード、お手紙をいただくことがありました。心温まるメッ

セージは私たち飼育員の励みになります。

ありがたいことに寄付の件数は年々増加しています。推しの動物に寄付をくださる方もいれば、園

全体にくださる方も。また、企業からの寄付もありました。

東公園動物園の仲間がこうして大切に思っていただけていることが、

とても嬉しいです。

この場を借りてお礼させていただきます。皆さん、本当にたくさんありがとうございました！

ほかにも季節ごとの飾りやメッセージカード、お手紙をいただくことがありました。心温まるメッ

セージは私たち飼育員の励みになります。

ありがたいことに寄付の件数は年々増加しています。推しの動物に寄付をくださる方もいれば、園

全体にくださる方も。また、企業からの寄付もありました。

東公園動物園の仲間がこうして大切に思っていただけていることが、

とても嬉しいです。

この場を借りてお礼させていただきます。皆さん、本当にたくさんありがとうございました！

令和 3 年は 76 件の寄付をいただきました（21 名の方と、匿名で 11 件、企業から 3 件）。令和 3 年は 76 件の寄付をいただきました（21 名の方と、匿名で 11 件、企業から 3 件）。

- たくさんの寄付をありがとうございます -　
今年も動物たちのためにたくさんの寄付をいただきました。

本当にいろいろなものをいただきましたので、みなさんに少し紹介します。

こんなものをいただきました。こんなものをいただきました。

・果物類（高級リンゴやシャインマスカット、大玉スイカなど。）

・野菜類（無農薬で新鮮なものはおいしそうに食べます。）

・ウサギやモルモットやニワトリのエサ

・ヒマワリの種やイチゴの苗　・落花生やナッツなど

・米（玄米やもち米も！）　・黒砂糖　・梅干し

こんなものまで！こんなものまで！
・バナナの木　　　・赤飯

・カシの木　　　　・紅白まんじゅう

・竹　　　　　　　・お守り

・サトウキビ　　　・動物用の小屋

バナナの木は、ふじ子の

運動場の裏に植えて育てます。

バナナの木は、ふじ子の

運動場の裏に植えて育てます。



６

・ゾウのふじ子５４歳のお誕生日

・飼育員におうちで挑戦（動画配信）

・ハニーハント

１０日（日）

１７日（日）

２４日（日）

４月２９日（金）～５月５日（木）　※ただし２日は除く

・写生会　・みんなのどうぶつえん
５日（木）

８日（日）

４日（土）

２６日（日）

・クジャクの羽根でつくろう

・くらべてみよう

・ヒツジの毛刈り（動画配信）

・ハニーハント

令和３年１２月１日～令和４年２月２８日

12/4

12/4 ～ 12/19

12/5

12/8

遠足

モルモットのふれあい再開

人気投票

モルモットの置物づくり

ウンがつくしおり配布

12/11、12

1/1

1/4

1/4 ～ 30

ハッピークリスマスプレゼント

インスタライブ配信

新年を祝う会（動画配信）

フォトコンテスト作品展

12/3、1/20遠足 12/3、1/20 出前講座 12/10（新香山中学校）

取材 12/３（メーテレ、中日新聞）　12/8（メーテレ）　12/8（自治労愛知）　12/23（メーテレ）　2/21（メーテレ）

新型コロナウイルスの感染状況

などによって中止する場合があ

ります。

イベントの最新

情報は、

動物園 HP を

ご確認ください。

６６

1/18

1/21 ～

2/7

乗馬体験再開

まん延防止等重点措置により

エサやり、ふれあいなどの

イベントを中止

寄贈されたベンチを設置

始めました！

みなさん東公園動物園の YouTube はもうご覧になりましたか？

東公園動物園もついに昨年１１月に YouTube を開設いたしました！

まだまだ投稿数は少ないですが、慣れない動画編集に試行錯誤しながら奮闘中です！

東公園動物園の YouTube では、四季折々の動物たちの様子、ドローンを駆使して

のダイナミックな映像、飼育員の奮闘など様々なコンテンツを作製し投稿していき

たいと考えています。みなさん是非、チャンネル登録をよろしくお願いします！！

#1 岡崎市の宝！
ふじ子さん

#0 岡崎市東公園動
物園　YouTube
はじめます☆

#3 シカ舎にお邪魔
しました！編

#4 令和 3年度岡崎
市東公園動物園
フォトコンテスト

#5 岡崎市東公園動
物園　カピバラ
「もみじちゃん  …

#2 モルモットと
ふれあえる☆

6:50

5:53

4:00

7:27

2:08

0:34

ふれあい広場上空から

岡崎市
岡崎市動物総合センター
（岡崎市東公園動物園）
岡崎市欠町字大山田１番地
展示
１９保生第２９３－１号
平成１９年５月１７日
令和４年５月１６日
鈴木　政昭

氏名又は名称
事業所の名称

事業所の所在地
第一種動物取扱業の種別
登 録 番 号
登 録 年 月 日
有効期間の末日
動物取扱責任者

【第一種動物取扱業者標識】

動物飼育数
哺乳類
鳥　類
爬虫類
合　計

種　　　点
種　　　点
種　　　点
種　　　点

16
12

3
31

136
41

4
181

（令和4年2月28日現在）


