
９月１４日（土）～１０月１４日（月・祝） 横浜市旭区上白根町１４２５－４
（よこはま動物園ズーラシア隣接）

　日本でズーラシアにしかいない動物
についてのパネル展示や動物雑貨の
販売。
●日時　9月21日（土）～23日（月・祝）
●場所　ころころ広場など

特技は木登り
でも降りるのは苦手…
セスジキノボリ
カンガルー
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大きな鼻が
トレードマーク
テングザル

大きな鼻が
トレードマーク
テングザル

●体長 / 約６０センチメートル
●体重 / 約８キログラム
●生息地 / ニューギニア島
●食べ物 / 木の葉、草、花（一番好きな花はハイビスカス）
●観察おすすめ時間 /
　開園直後と１５時以降

●体長 / ６１~７６センチメートル
●体重 / １４キログラム
●生息地 / ベトナム、ラオス、カンボジア
●食べ物 / 木の葉、野菜、果物
●観察おすすめ時間 / 
　日が差してポカポカしているとき
　（寒さがとっても苦手）

●体長 / ６２~７４．５センチメートル
●体重 / １０～２０キログラム
●生息地 / ボルネオ島
●食べ物 /大豆、落花生、野菜、木の葉
●観察おすすめ時間 / 開園直後

▲写真は春に実施したあさひくん花壇です

飼育員
川嵜 立太さん

　野生では約９０種類の木の葉から、匂いを
嗅いで好きな葉や花を食べます。
　また、何かに警戒しているときや緊張して
いるときは、長い尾を左右に早く動かします。
もし、展示場で長い尾を振っていたら何かに
緊張している時かもしれません。

　そのカラフルな体色から「世界で一番美しいサ
ル」とも言われています。
　脚が長いので、座るときは体育座りのような格好
をしています。
　食にうるさい彼らを満足させるため、飼育員
は日々奮闘しています。

　意外と泳ぎが得意ですが、寒いのは苦手です。
　時々背伸びする仕草が疲れたサラリーマンの
ようでほっこりさせられます。
　グルメなので、食べてくれる木の葉を探す
のに苦労します。

みんなのアイドル
ドール
みんなのアイドル
ドール

日本に１頭だけ
モウコノロバ
日本に１頭だけ
モウコノロバ

●体長 / ８０~１１０センチメートル
●体重 / １４～２１キログラム
●生息地 / ロシア南東部から
　西はインド、アフガニスタン東部、
　南はインドネシアまで
●食べ物 / 肉類
　（あっという間に食べ終わります）
●観察おすすめ時間 / 涼しいとき

●体長 / １１７~１４２センチメートル
●体重 / ２３０～２４５キログラム
●生息地 / 新彊ウイグル自治区、
　内モンゴル自治区
●食べ物 / 牧草
　（ルーサンという種類の牧草が大好
　きです）
●観察おすすめ時間 / いつでも

しんきょう

　暑さが苦手で、太陽の光が照りつけている時は寝て
います。
　引っ張る行動が好きなため、植栽を引きちぎって遊
んでしまい、植栽の下の部分がつるつるに無くなってし
まうことも…。

　長い間1頭で飼育されているためか、人間を仲間だ
と思っているようで、人間が大好きです。
　ウマの仲間は、進化の過程で走りやすいように、複数
あった指が退化しています。皆さんが見ている「ひづめ」
は実は中指なんですよ。

　空中を自在に飛び回り、飛んでいる昆虫を
捕まえることができます。
　羽の紅色は餌に含まれるビタミン類と紫外
線によって発色するため、特に換羽の時期に
は、ビタミンAを主成分としたサプリメントを
振りかけてあげています。

秋の里山ガーデンに出かけよう！

開園２０周年記念 年間パスポート販売中

１０月６日（日）には
旭区デー開催。

ワークショップやパネル
展示で５０周年を
盛り上げるよ♪

「フォレストアドベンチャー・よこはま」が新たにオープン 旭区誕生５０周年記念
あさひくん花壇

国際園芸博覧会
招致のフォトスポット　９月１４日（土）に里山ガーデン内に「フォレス

トアドベンチャー・よこはま」がオープンします。
　子ども向けのキッズコースや、家族で楽し
めるキャノピーコース、大人向けのアドベン
チャーコースの３つのコースがあります。
　旭区にできた新しいお出かけスポットで、
自然を目一杯感じながら遊びませんか？
利用料金：
キッズコース１，５００円、キャノピーコース２，８００
円、アドベンチャーコース３，８００円

　ズーラシアでは、２０周年を記念した年間
パスポートを販売しています。今なら年間
パスポート購入で、オリジナルトートバッグ
がもらえます。
●販売期間　１２月２８日（土）まで
●販売価格　２，０００円（１８歳以上）
●有効期限　購入日より１年間（休園日を含む）
●販売場所　よこはま動物園ズーラシア
●入園できる動物園
よこはま動物園ズーラシア、金沢動物園

　また、窓口で引き換えるだけで、その日から年間パスポートが
利用できる、プレゼントにピッタリな引換券を新発売。（価格・有効
期限は年間パスポートと同じ）

開園２０周年記念シンポジウム
園長プロデュース
ズーラシア樂会

がっかい

　ズーラシア開園までの道のりやオ
カピ、インドゾウの歩みを振り返り
ます。
●日時　１０月１２日（土）13時～15時
●場所　ころこロッジ

ズーラシアフェス！ 旭区誕生５０周年記念事業
ズーラシア・里山ガーデン
クイズラリー
　全問正解者には各日先着5０人に景品をプ
レゼント。（参加賞もあり）
●日時　９月２８日（土）・２９日（日）
　　　　９時３０分～１6時 ※荒天中止
●対象   よこはま動物園ズーラシア入園者
　　　   各日先着３００人（１人１回）
●受付　ズーラシア正門入園後
※当日直接お越しください
　（入園料が必要です）

▲フォトスポットイメージ
　（実際と異なる場合があります）

（里山ガーデンについて）
　NTTハローダイヤル ８時～２２時　　０５０-５５４８-８６８６ ※案内期間１０月１６日（水）まで

（あさひくん花壇・フォトスポットについて）
　旭土木事務所　　９５３-８８０１　  ９５２-１５１８
（旭区デーについて）
　企画調整係　　９５４-６０２７　  ９５１-３４０１

税務課　　９５４-６０７１　  ９５３-７３９９ （フォレストアドベンチャー・よこはまについて）
　フォレストアドベンチャー・よこはま　　０９０-４75０-０７２０

よこはま動物園ズーラシア　　９５９-１０００（代表）
●体長 / 約３８センチメートル
●体重 / 約６０グラム
●生息地 / 中央～東アフリカ
●食べ物 /ミルワーム、コオロギなど
●観察おすすめ時間 / 
　午前中と閉園時間前ころによく飛んでいます

飼育員　坂上 舞さん

飼育員
上夏井 あずささん

空中の曲芸師
キタベニハチクイ

飼育員　渡邊 恵さん

あわ
　せて

飼育員
久保田 夕紀子さん
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　今年開園２０周年を迎えたズーラシアでは、世界中の野生動物を、展示・飼育・繁殖させ、絶滅寸
前の希少種の研究にも積極的に取り組んでいます。
　今回は、日本ではズーラシアでしか出会えない珍しい動物たちを紹介します。皆さんも、新しい発
見をしに足を運んでみませんか？

　ズーラシアの隣の里山ガーデンでは、 ガーデンネックレス横浜の取り組みとして、秋の花で彩られた大花壇が
オープンします。（１５面も参照）
　今回は、旭区誕生５０周年を記念して区内公園愛護会が植え付けた花壇や、国際園芸博覧会の招致の機運を
盛り上げるフォトスポットも登場します。ズーラシアとあわせて、秋の里山ガーデンにも出かけてみませんか。

ズーラシアにしかいない動物に会いに行こう！ズーラシアにしかいない動物に会いに行こう！

もっとズーラシアを楽しもうもっとズーラシアを楽しもう
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