
SPECIAL ZOOMODAYS 
～盛岡市動物公園 ZOOMO で楽しむ 人と動物の福祉とアクティビティの 4 日間～ 

 

盛岡市動物公園 ZOOMO は、動物公園再生事業計画と新会社への運営移行に伴い、One World - One 

Health(人と動物と自然の健康は相互に関係しているという考え方)を理念に掲げ、動物の福祉と保全教

育を大きな柱として新たなスタートを切りました。 

 動物愛護週間である 9 月 19 日(土)～22 日(火・祝)には、園内で動物愛護デーのイベントとして、飼

育動物の福祉についての理解を深めてもらうことを目的に、講演会や環境エンリッチメントの実施、県

内でネコの保護活動をしている NPO 団体との共催企画などを開催します。 

その他にも、読み聞かせ会や福祉事業所の方々のブース出展、ツリークライミングやスラックラインな

どのアクティビティなども充実した４日間です。 

 

動物愛護デー特別講演会 

「動物園の未来を考える 

～動物園の Animal Welfare はどこへ向かうのか～」 

 飼育係、研究者など各分野の最前線で活躍する 3 名のスペシャリストを迎えて、各専門分野の視点か

ら動物園動物の福祉とこれから向かうべき動物園の在り方を問うクロストーク。 

＜開催日時＞ 

2020 年 9 月 20 日(日) 13:00～15:00 

＜開催場所＞ 

盛岡市動物公園 ZOOMO 動物資料館内レクチャールーム 

＜登壇者＞ 

田中正之氏(京都市動物園生き物学びセンター長/京都大学野生動物研究センター特任教授) 

小倉匡俊氏(北里大学獣医学部動物資源科学科講師/SHAPE-japan) 

伴和幸氏(盛岡市動物公園 ZOOMO/ Wild meǽt Zoo) 

＜参加費＞ 

会場 1000 円、オンライン LIVE 視聴 1500 円 

＜定員＞ 

会場先着 30 名、オンライン LIVE 視聴先着 50 名 

 

※詳細は下記 URL からご覧ください。 

http://moriokazoo.org/item/sm/item/id/8817/ 

 

 

http://moriokazoo.org/item/sm/item/id/8817/


動物愛護デー特別企画展 

「星になった動物写真展」 

 当園で命を全うしてくれた動物たちを写真で振り返る写真展。みなさんからご応募いただいた思い出

の動物たちの写真を展示します。 

＜開催日時＞ 

2020 年 9 月 20 日(日) ～22 日（火祝）9：30～16：30 

＜開催場所＞ 

盛岡市動物公園 ZOOMO 動物資料館前テラス  

＜募集期間・募集方法＞ 

2020 年 8 月 2 日（日）～9 月 13 日（日） 

募集方法は下記 URL をご覧ください。 

http://moriokazoo.org/image/event/staranimals.pdf 

 

もりねこ×盛岡市動物公園 ZOOMO 特別企画 

 盛岡市内で猫の保護活動と保護ねこカフェの運営を行う「認定 NPO 法人もりねこ」さんとの共催企画

を開催します。 

＜開催日時＞ 

2020 年 9 月 20 日(日) ～22 日（火祝）9：30～16：30 

＜開催場所＞ 

盛岡市動物公園 ZOOMO 動物資料館前（雨の場合は動物資料館内） 

「保護ねこ譲渡会」 

 保護ねこたちを写真で紹介。気になる子がいたら、その場で「保護ねこカフェ“もりねこ”」のご予約

が可能。ご予約をされた方には通常よりもお得にご利用いただけるお試しチケットをプレゼント。 

「パネル展」 

 保護の現状やもりねこの活動を紹介するパネルを展示。 

「もりねこグッズ販売」 

 可愛いねこグッズを販売。売り上げが保護活動に活用される寄付になります。 

「チャリティガラポン抽選会」 

 1 回 500 円で必ず景品が当たるガラポンくじ。全額保護ねこのための寄付になります。 

「もりねこお話し会」 

 保護ねこの現状や、災害が起きた時のためにしておくべきことなどをお話ししてもらいます。お話を

http://moriokazoo.org/image/event/staranimals.pdf


聞いてくださった方には通常よりもお得にご利用いただけるお試しチケットをプレゼント。 

＜開催日時＞ 

2020 年 9 月 21 日(月祝)  

11:00～11：30：保護ねこの現状 

13:00～13：30：災害時の自宅の動物の守り方 

＜開催場所＞ 

盛岡市動物公園 ZOOMO 動物資料館内 

 

盛岡市動物公園 ZOOMO×福祉×アクテビティ 

「読み聞かせ けんじさんのおはなし会」 

動物園にちなみ、動物が出てくるお話「鹿踊りのはじまり」、「オツベルと象」を読み聞かせします。 

どちらのお話が聞けるかは来てからのお楽しみです。 

＜開催日時＞ 

2020 年 9 月 20 日(日) 、21 日（月祝）午前午後 1 回ずつ 

＜参加費＞ 

無料 

「ツリークライミング」 

＜開催日＞ 

2020 年 9 月 20 日(日) 、21 日（月祝）１日４回 

＜参加費＞ 

1 名 1000 円 

＜定員＞ 

各回５名ずつ 

「スラックライン体験会」 

＜開催日＞ 

2020 年 9 月 19 日(土) ～22 日（火祝） 

「とっとこバルーン」 

岩手の風船屋さんが２日間出店します。 

＜開催日＞ 

2020 年 9 月 20 日(日) 、21 日（月祝） 

「バランスボールヨガ」  

＜開催日時＞ 



2020 年 9 月 19 日(土)  ＊30 分ショートプログラム 

午前 

①10:50〜11:20 バランスボールエクササイズ 

②11:30〜12:00 タイ式ヨガルーシーダットン 

午後 

③13:30〜14:00 バランスボールエクササイズ 

④14:10〜14:40 タイ式ヨガルーシーダットン 

＜参加費＞ 

各回 500 円 

＜講師＞ 

Balanceball,Yoga 

インストラクター宍戸直美 

●バランスボールエクササイズ 

バランスボールの心地良い弾みで有酸素運動。インナーマッスルを動かし、体の歪み・コリ・むくみを解

消し代謝を上げます。 

●タイ式ヨガルーシーダットン 

タイで古くから伝わる健康法。呼吸によりリンパの流れを促進し、マッサージ効果の高いポーズで体を

緩め整えます。 

 

「子育て冊子 fam 撮影会」 

子育て冊子 fam さんが紙面に載る撮影会を開催。園内の親子に声をかけ６組ほど無料で撮影！fam 冬号

（１２/１発売）に掲載予定です！ 

９月２１日（月）14：00～ 

 

「石井スポーツトレイルランニングシューズ試し履き会開催」 

石井スポーツ様がトレイルランニングシューズの試し履き会を開催！国内初のトレイルランニング大会

を実施した盛岡市動物公園 ZOOMO ならでは！ぜひこの機会を逃さないでくださいね！ 

9 月 20 日（日） 

 

「福祉×ZOOMO」 

おいしいものや雑貨など販売します。ファーム仁王・一歩・しらたき工房・などを予定。 

 

「動物たちの環境エンリッチメント」 

 園内の約 20 種類の動物で環境エンリッチメント（飼育動物が心身ともに健康に暮らすために行う様々



な工夫）を実施。あなたはすべて見つけられるかな？ 

＜開催日時＞ 

2020 年 9 月 19 日(土) ～22 日（火祝） 

毎日朝から実施 

アルパカ・ニホンリス・ニホンツキノワグマ・ピューマ・アメリカバイソン 

普段とは違うごはんのあげ方や、植物や丸太おもちゃなどを設置します。 

10：00～ 

 ライオンのプリンセス 

 木のおもちゃを運動場に設置し、遊ぶ姿をご覧いただきます。 

10：30～ 

ニホンザル・ホンドテン・ハクビシン・ ニホンアナグマ ・ホンドタヌキ・ホンドキツネ・ニホンツキ

ノワグマ・ニホンイノシシ 

 ニホンザルから順番にフィーダーなどの設置を行い、ごはんを探して食べる様子をご覧いただきます。 

11：00～ 

ミーアキャット・キリン（20 日～22 日のみ） 

普段とは違うごはんのあげ方やフィーダーなどの設置を行います。ごはんを探して食べる様子をご覧

いただきます。 

12：00～ 

 アフリカゾウ 

 木の枝を運動場に入れ、枝葉を食べたり遊んでいる様子をご覧いただけます。 

 ※8 月 19 日（土）は動物公園友の会のみなさんによるエンリッチメントグッズの設置が 12：00 ご

ろからキリン舎にて行われる予定です。 

13：00～ 

カナダカワウソ・ポニー 

フィーダーなどの設置を行い、ごはんを探して食べたり、おもちゃを使う様子をご覧いただきます。 

14：00～ 

参加型企画 (日替わりで行います) 

飼育係と一緒にエンリッチメントの準備をして、動物たちの様子を観察します。 

  19 日（土） アフリカゾウ 

  20 日（日） ニホンザル 

21 日（月祝） ニホンツキノワグマ 

22 日（火祝） ヤギ・ヒツジ 

15：00～ 

ワライカワセミ・ハチクマ・アオゲラ 

フィーダーなどの設置を行い、ごはんを探して食べる様子をご覧いただきます。 

 

「動物慰霊祭」 



この一年で亡くなった動物たちに花を手向けます。 

＜開催日時＞ 

2020 年 9 月 22（火祝）15：00～ 

 

「シロサイのサイカのご長寿表彰式」 

世界サイの日と動物愛護週間に合わせて、国内最高齢のシロサイ「サイカ」に園長から長寿表彰を行う

ほか、飼育係によるシロサイについてのガイドを行います。 

＜開催日時＞ 

2020 年 9 月 22 日（火祝）13：30～ 

＜開催場所＞ 

シロサイ展示場前 


