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特別展

タンザニアの精霊

●  場所：日本モンキーセンター内
　　　　  ビジターセンター 特別展示室
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●  場所：日本モンキーセンター内
　　　　  ビジターセンター 特別展示室

～マコンデの彫刻と絵画～

シェタニシェタニシェタニ

観覧無料 ( 入園料のみ必要 )観覧無料 ( 入園料のみ必要 )観覧無料 ( 入園料のみ必要 )

2020 年

会期 3/14 ～ 5/17
(土) (日 )

裏面も見てね！

日本モンキーセンター世界サル類動物園　春のイベント

マティアス・ナンポカ が彫り出す不可思議なシェタニマティアス・ナンポカ が彫り出す不可思議なシェタニ ヘンドリック・リランガが描く夢の世界のシェタニヘンドリック・リランガが描く夢の世界のシェタニ

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



※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　※全ての写真、イラストはイメージです

動物たちのより良いくらしのために、ご支猿をお願いいたします。

web サイトではクラウドファンディング、Amazon ほしい物

リスト、果物などの食べものの寄附などさまざまな

ご支猿のかたちをご紹介させていただいています。

ご支猿のお願い

イベント詳細、
通常イベントは

webを
ご覧ください！

Information

Calendar

入園料

日本モンキー
パーク(遊園地)

共通券

犬山城
セット券

開園時間 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

3/7より
販売

3/1より
販売

大 人

800円

中学生 小学生

400円 300円

1900円

1100円 450円

1500円 1000円 900円

(高校生以上)
幼 児
(３才以上)

駐車場  ：  普通車 1000円  （１月～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

@j_monkeycentre

「飼育の部屋」

SNS毎日更新中！

■休園日
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3/29( 日 )「カメラがとらえたマレーバクの暮らしぶり」
　　　　　　　　　　　　　　田和優子キュレーター
5/10( 日 )「ヤクシマザルは 60 年でどう変わった？ 
　　　　　　　～飼育下での体形の変化を調べる～」
　　　　　　　　　　　　　　新宅勇太キュレーター
6/7( 日 )「肘関節が語る霊長類の進化」
　　　　　　　　　　　　　　高野　智キュレーター

●時間：11:00 ～ 11:45　
●場所：ビジターセンター　 ●参加費：無料

ミュージアムトーク

EVENT

募集

お知らせ Waoランド リスザルの島

第65回日本モンキーセンター
写生大会

園内でかわいい動物たちの絵を描こう！！
●開催期間：4/1(水)～5/31(日)
●対象：3才～高校3年生
●受付：ビジターセンターで
　　　  画用紙をお受取りください

2020年度 京大モンキーキャンパス

霊長類や自然環境をテーマにした連続講座です。
●受付：4/1(水)～5/31(日)※定員120名に達し次第終了
●受講料：15,000円
●対象：友の会の会員(初回までにご入会ください)
●受付：Web、FAX、またはビジターセンター

●講師予定
杉山幸丸 先生（京都大学名誉教授）

江戸家小猫 先生（演芸家）

服部裕子 先生（京都大学霊長類研究所）

丸山淳子 先生（津田塾大学）

茂木健一郎 先生（脳科学者）

幸島司郎 先生（京都大学野生動物研究センター）

※画材、画板はご持参ください

この作品は昨年の受賞作品です

受賞者は7/23(木祝)の表彰式に
ご本人とその家族をご招待！

モンキーセンターの研究員がわかりやすくお話しします。

3/22( 日 )「歯から考える動物の進化」
　　　　　富谷進 先生（京都大学霊長類研究所）

4/12( 日 )「サルの社会をのぞく・くらべる
　　　　　：動物園でのタッチモニタ研究を通して」
　　　　　村松明穂 先生（京都大学霊長類研究所）

●時間：12:30 ～ 13:15　
●場所：ビジターセンター　 ●参加費：無料

京大モンキー日曜サロン

金山麻美さん

関連イベント

第12回友の会のつどい
食事処「楽猿」

特別展 タンザニアの精霊
シェタニ～マコンデの彫刻と絵画～

特別講演会

タンザニア写真展

京都大学の研究者やその卵が研究内容をお話しします。

4/1( 水 ) より園内施設の時間を変更します。
下記の時間、施設内に入ることができます。

(シェタニアート /JATA ツアーズ )

小動物施設「KIDSZOO」は、4/1( 水 ) より施設改修にともない、
展示を中止いたします。

友の会限定イベント

午前はゴリラ研究者で京大総長の
山極壽一博物館長の講演会、
午後は 4月に誕生日を迎えるニシゴリラ
タロウへのプレゼント作り体験を予定。

冬に好評だったラーメン
メニューが春も登場！
食べ損ねた方はぜひ。

●日時：4/5( 日 )10:30 ～
●対象：友の会の会員 ( 当日入会可 )

１１：００～１２：００
１３：００～１４：００

１０：００～１２：００
１３：００～１６：３０

１０：００～１１：００
１２：００～１７：００

平日

土日祝

fb.me/japanmonkeycentre

後援：文部科学省、愛知県、愛知県教育委員会、岐阜県教育委員会、犬山市、犬山市教育委員会

●日時：4/26( 日 )12:30 ～ 13:30　
●場所：ビジターセンター　 
●参加費：無料

●期間：3/14( 土 ) ～ 5/17( 日 )　
●場所：ビジターセンター　 

NEW

NEW


