
カチコチに
凍らせたフルーツを
飼育員から動物たちに

プレゼント！

夏は

スポットガイドで

日本モンキーセンター世界サル類動物園　夏のイベント

第三回
日本モンキーセンター飼育施設対抗

なんでもアピール選手権大会

今年も

熱い戦いが

はじまる…

開催日 ：

時間 ： 13 ： 00 ～

場所 ： ビジターセンター

7/13( 土 ) , 14( 日 ) , 15( 月祝 ) , 27( 土 )

8/11( 日 ) , 12( 月祝 ) , 17( 土 )

公約実施日　8/24( 土 )

特別動画公開中！

JAPAN MONKEY CENTRE
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特別展

エンリッチメント展

どうぶつたちの

幸せなくらし！

2019 年 3 月 21 日～ 9月 1日
会場：ビジターセンター内 特別展示室

共催 ： 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

協力 ： NPO 法人市民 ZOO ネットワーク、 SHAPE-Japan、 京都市動物園

飼育下にある動物たちが幸福にくらせるための

あの手この手の工夫である 「環境エンリッチメント」。 

動物園におけるエンリッチメントの取り組みを紹介します。

共催 ： 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
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通称



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

web ページ
では様々な
寄附のかたちを
紹介しています

※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：令和4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 「第3回モンチャレ！」開催日

京都大学の研究者やその卵が最新の研究成果を紹介します。
●時間：12:30~13:15 ●場所：ビジターセンター ●参加費：無料

ミュージアムトーク
モンキーセンターの研究員が話します。
●時間：11:00~11:45 ●場所：ビジターセンター ●参加費：無料

動物たちにあげるおやつをつくります。
●日時：主に土日祝 14:00~※不催行日あり、先着10名  
●参加費：500～800円 ●受付：ビジターセンター  

エンリッチメント体験
特別展にあわせて動物たちに喜んで
もらえるものをつくります。
●開催日：7/13(土)、7/21(日)、8/4(日)、8/25(日)
●時間：14:00~ 　　　 ●受付：ビジターセンター  
●参加費：500円   ※先着10名

スローロリス保全センター見学ツアー

密輸から保護されたスローロリスたちを
モンキーセンターで飼育しています。
その飼育施設を案内します。
●開催日：7/6(土)、7/20(土)、8/3(土)、8/17(土)、9/7(土)
●時間：11:00~ 　　　 ●受付：ビジターセンター
●参加費：無料　※先着20名  

ドローンVR体験
ドローンを使って、上空から動物たちを見てみよう。
●開催日：8/10(土)
●時間：12:30～13:30 　●受付：ビジターセンター
●参加費：無料 
　※先着10名、天候等により中止の場合あり　　

トゥクトゥク ギボンガイドツアー

「飼育の部屋」
SNS毎日更新中！

スポットガイド

もぐもぐ体験

ニシゴリラ 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

今年も開催！ 霊長類のすぐれた能力に挑戦！!

1皿500円でヤギorカメに
おやつをあげよう！

15:30~ 食事の様子を飼育員のガイドを聞きながら観察しよう！
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日本モンキーセンターで特別な夏休みをすごそう！

希少動物
を守る

飼育員の
お仕事

研究者
のはなし

飼育員はどんな仕事をしているのかな？
実際に体験をしながら知ろう！

霊長類の多くが絶滅の危機に瀕しています。
わたしたちにできることを考えよう！

暗い部屋に入って、

ドキドキ探険！

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

7/28(日)「アマゾンにフィールドミュージアムをつくる」　
　　　　　　　　池田威秀先生(京都大学野生動物研究センター)
8/25(日)「ゾウの声を聴こう
　　　　　　：ゾウどうしはどんなふうに会話するの？」 
　　　ナチケータ・シャルマ先生(京都大学野生動物研究センター)

8/15(木)「人骨鑑定ことはじめ(仮)」　高野 智キュレーター

実際に動物たちを研究している研究者たちの
お話が直接聞けます！質問もできるよ♪

いろいろな体験をとおして
モンキーセンターのことを知ろう！

〇

動物の種類に

よってつくり

かたもかわるよ！

参加費

無料！
参加費

無料！
そのほかの

イベント

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を聞こう。
●開催日：主に土日 ※先着順、天候等により中止の場合あり　
●時間：11:00～12:00 　●受付：ビジターセンター
●参加費：無料 

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を聞こう。
●開催日：主に土日 ※先着順、天候等により中止の場合あり　
●時間：11:00～12:00 　●受付：ビジターセンター
●参加費：無料 

毎日のイベント


