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しっぽがな くても勝てるかい？

素早く渡り きれ ！
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枝も身体の一部！ ？

枝使いマスターに挑戦！
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こんな大声あなたに出せる ？

園内に想いを響かせろ ！
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園内に想いを響かせろ ！

頭脳？腕力？

それとも執念？

隠したおやつを

ゲッ トせよ ！

頭脳？腕力？

それとも執念？

隠したおやつを

ゲッ トせよ ！

参加者には「はつか大根」 のタネをプレゼント！
9/29 9/30

（土） （日）雨天実施

●受付 ： ケヤキの森

●時間 :13:00 ～ 1４:３0

●3 歳～大人まで参加 OK

　 参加無料！ 定員 150 名

霊長類の優れた能力に挑戦！霊長類の優れた能力に挑戦！

日本モンキーセンター世界サル類動物園　秋のイベント
JAPAN MONKEY CENTRE
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キツネザルを

好き♥になる

1 か月間！
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1 か月間！

「三猿」、「干支の申」、「サルボボ」、「桃太郎のお供のサル」

私たちの文化、そして暮らしの中にあふれる身近なサルのなかまを、

モンキーセンターの誇る民俗資料「猿二郎コレクション」から

一堂に集めてご紹介します。

「三猿」、「干支の申」、「サルボボ」、「桃太郎のお供のサル」

私たちの文化、そして暮らしの中にあふれる身近なサルのなかまを、

モンキーセンターの誇る民俗資料「猿二郎コレクション」から

一同に集めてご紹介します。

特別展 

サルづくしサルづくし
大猿二郎コレクション展

特別展 

サルづくし
大猿二郎コレクション展

10月

後援 ： 犬山市、 犬山市教育委員会

後援 ： 犬山市、 犬山市教育委員会、 可児市、 ( 公社 ) 日本動物園水族館協会

10/1( 月 ) ～ 10/31( 水 )10/1( 月 ) ～ 10/31( 水 )10/1( 月 ) ～ 10/31( 水 )
開催期間

会期10/6(土 )～ 1/27(日 )

会場 ビジターセンター内特別展示室

会期10/6(土 )～ 1/27(日 )

会場 ビジターセンター内特別展示室

お面

森祖仙 掛軸

ブリキのおもちゃ

照明器具

オクトーバーフェストオクトーバーフェスト、 講演会、 ビンゴ大会、

限定グッズ、 限定メニューなどイベントたくさん♪

絶滅の危機にあるキツネザルたちを知って好きになろう！

キツネザルのイベントは裏面をチェック！



イベント詳細は
webへ！

ご寄附の
お願い

霊長類をはじめとした野生動物の生息地保全や飼育動物の
福祉向上、教育普及活動等を推進するために、皆さまからの
寄附を受け付けています。

三菱UFJ 銀行　犬山支店　普通預金　
口座番号  ：0165009　
口座名義  ：寄附金 公益財団法人日本モンキーセンター
　　　　　動物園長  伊谷原一

カードでの
寄附は
web から

※動物の状態や天候等により、予告なくイベントを中止・変更する場合があります
※写真はすべてイメージです

Information

カレンダー

入園料

開園時間

駐 車 場

１０：００～１７：００
(11月～2月は１０：００～１６：００)

日本モンキーセンター友の会 年会費：
  サポート会員5,000円以上、大人3,000円、小中学生2,000円、幼児1,500円

大 人

800円

小中学生

400円

幼 児

300円

普通車

(高校生以上) (３才以上)

1,000円 (12月中旬~2月 500円)

動物取扱業:公益財団法人日本モンキーセンター　愛知県犬山市大字犬山字官林26番地　業種：展示　動尾第510号　業種：貸出し　動尾第509号　登録：平成19年5月31日　有効：平成34年5月30日　取扱責任者：木村直人

名鉄犬山線「犬山駅」東口から路線バス「日本モンキーパーク行き」約5分

車で

公共交通機関で

中央道・小牧東ＩＣから尾張パークウェイ経由約10分
名古屋高速・小牧北ＩＣまたは名神高速・小牧ＩＣから国道41号線経由約20分

お問合せ

0568-61-2327
〒484-0081 愛知県犬山市犬山官林26

http://www.j-monkey.jp/
0568-62-6823ＴＥＬ ＦＡＸ

fb.me/japanmonkeycentre　　@j_monkeycentre

飼育員と一緒におやつをつくろう！ 京大モンキー日曜サロン

■休園日　〇ガイドリレー開催日

京都大学の研究者やその卵が研究テーマを分かりやすくお話しします。
●時間：12:30~　 ●場所：ビジターセンター
共催：京都大学霊長類研究所、京都大学 霊長類学 ワイルドライフサイエンス・リーディング大学院

ミュージアムトーク
モンキーセンターの研究スタッフがお話しします。
●開催日：　9/30(日)、　10/21(日)、　10/28(日)
●時間：11:00~11:45 ●場所：ビジターセンター

動物たちにあげるおやつを飼育員と一緒に作ります。
●日時：主に土日祝 14:00~　※不催行日あり、先着順  
●参加費：500～800円 ●受付：ビジターセンター  

飼育員のおしごと体験
普段、飼育員がしている仕事を体験できます。
●開催日：9/23(日)、　10/20(土)、11/25(日)
●時間：14:00~ 　　　 ●受付：ビジターセンター  
●参加費：500円   ※先着順 

スローロリス保全センター見学ツアー
密輸されたスローロリスたちを保護しているスローロリス保全センター。
普段は非公開の施設を特別にご案内します。
●開催日：9/15(土)、10/6(土)、10/20(土)、11/10(土)、11/24(土)
●時間：11:00~ 　　　 ●受付：ビジターセンター　※先着順  

カヌー体験
カヌーに乗りながらサルを観察できます。
●開催日：9/22(土)、10/13(土)、11/17(土)
●時間：12:30～13:30 　●受付：ビジターセンター 
　※天候等により中止になる場合あり、先着順　　

トゥクトゥク ギボンガイドツアー
飼育員が運転するトゥクトゥクに乗って、テナガザルたちの
ガイドが聞けます。
●開催日：主に土日祝　　※雨天時など不催行日あり、先着順　　　
●時間：11:00～13:00 　●受付：ビジターセンター 

「飼育の部屋」
毎日更新中！

学びイベント

毎日のイベント

いつものイベント 参加無料です！

9/16(日)「飼育環境のエンリッチメント：ニホンザルとスローロリスでの実践」
　　　　　Josue S.  Ale jandro(京都大学霊長類研究所 大学院生 )
10/7(日)「キツネザルが感じる味と匂いの世界」
　　　　　　糸井川壮大(京都大学霊長類研究所 大学院生)

スポットガイド

もぐもぐ体験

ニシローランドゴリラのタロウさんのお食事タイム

飼育員による動物ガイドです

1皿500円でヤギorカメに
おやつをあげられます。

15:30~(11月から15:00～) 夕食の様子を飼育員のガイドつきでご覧いただけます。

創立62年記念日
動物慰霊祭

テーマにあわせたガイドを数カ所、リレー方式でおこないます

亡くなった動物たちの慰霊をおこないます。
●日時：10/17(水)　11:30～ (4/1も無料です！)
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10月はキツネザルづくし！ キツネザルのこと、マダガスカル島のことについて飼育員が解説します。
●日時：10月中の毎週土曜日　11:30～
●集合：ビジターセンター前

キツネザルの写真展
みなさまからもらったキツネザルの写真を展示します。
●開催日：10/3(水)～11/5(月)
●場所：ビジターセンター　企画展示室

キツネザルの“オクトーバーフェスト”！
ビール祭りを開催します。犬山ではおなじみの
サイトウハムや犬山ローレライ麦酒がやってきます！
●日時：10/6(土)、10/7(日)　各日11:00～16:00
●場所：ビジターセンター前
 ※飲酒をされる方は公共交通機関等をお使いください。

キツネザルについて知れちゃうBINGOをします！ 
●日時：10/27(土)　13:00～
●場所：ビジターセンター　ホール

キツネザルのBINGO！

キツネザルのダンス祭り♪
キツネザルなどをテーマにダンスチームが踊ります。
●日時：10/28（日）13:00～15:00
●場所：ビジターセンター前

しましま集まれ！

※雨天時はビジターセンターホール

しましまな格好をして、全員で集合写真を撮ります。 
●日時：10/28(日)　15:00～
●場所：ビジターセンター前　※雨天時はビジターセンターホール

なぞとキツネザル
ゲームです。園内各所に設置したナゾを解いていくゲームです。

●開催日：10/1(月)～10/31(水)
●受付：ビジターセンター　参加費：500円 

マダガスカルツアー

※　 赤文字の日はキツネザルフェスティバルver.
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※駐車場料は必要、動物園のみ入園料が無料になります
※10/13(土)よりおそなえ物を受け付けます

動物園無料開放！


