
ZOOMO 感謝祭 

 

盛岡市動物公園 ZOOMOはリニューアル工事に伴い 12 月から約 1 年半の長期休園に入ります。休園

前の最後の週末にあたる 11 月 28 日（土）、29 日（日）に、これまでの感謝の気持ちとこれからの

ZOOMOを伝えるために「ZOOMO感謝祭」を開催します。 

イベントの詳細については下記をご覧ください。 

 

 「 ZOOMO 園長ガイドツアー」 

  2020 年 11 月 29 日（日）10：00～12：00 と 13:30～15:30 の 2 回 

  参加費：1 人 10,000 円 

定員：各回 5 名 

   園長と園内を回りながら再生事業とリニューアル計画についての解説を聞く特別なガイドツアー。

リニューアル後のプレオープンチケットと限定グッズ付き。 

 

※好評につき、午後の部の開催が決定しました！！ 

11 月３日午後１２時よりチケットの追加販売をします！ 

 

参加申込は下記  URL から専用チケットをご購入下さい。  

「参加チケットはコチラ」  

https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/01y263sd3w911.html 

 

 「飼育係と獣医師のスペシャルガイドツアー」 

  2020 年 11 月 28 日（土） 

  参加費：1 人 5,000 円     

定員：各 10 名 

11：00～12：00 日本生態園(サル山前集合) 

12：15～13：15 ビクトリア～草原エリア（カワウソ前集合） 

  13：30～14：30 アフリカ園 （アフリカゾウ前） 

  14：45～15：45 獣医師の診療ガイド（キリン前集合） 

  飼育係が行う、動物とリニューアルに関する特別なガイドツアーと、獣医師が行う、診療動物たち

の解説ツアー。限定グッズ付き。 

参加申込は下記  URL から専用チケットをご購入下さい。  

「参加チケットはコチラ」  

https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/01m2znhz3w911.html 
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 「キリンの“カリン”お別れ会」 

  2020 年 11 月 28 日（土）13：30～ 

  休園期間に他園へのお引越しが決まっているキリンの“カリン”のお別れ会を行い、“カリン”への

給餌体験をしてもらいます。また、メッセージボードを設置しますので、ぜひ“カリン”へのメッセー

ジを書いてください。（＊給餌体験はカリンがお腹いっぱいになったらおしまいです。） 

 

「ZOOMO SWEETS FES」 

 2020 年 11 月 28 日（土）、29 日（日）9：30～16：30 

 開催場所：ビクトリアコーナー 

県内の洋菓子店、和菓子店、コーヒー店などに出店していただきます。 

 出店予定：花月堂・志たあめや・機屋・タルトタタン ほか 

 （※都合により終了時間よりも早く閉店する店舗もございます。ご了承ください。） 

 

「クラフト市」 

 2020 年 11 月 28 日（土）、29 日（日）9：30～16：30 

 開催場所：バイソン前芝生広場  

 県内のクラフト作家さんに約 15 店舗出店していただきます。 

 

「ZOOMO 感謝祭特別講演会」 

開催日時：11 月 28 日（土）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  

 

民間主導の公民連携事業として新たなスタートを切った盛岡市動物公園 ZOOMO の再生事業とリ

ニューアル計画、 “ZOOMO の目指す姿”について講演とパネルディスカッションを行います。 

動物園に興味がある方のみならず、公民連携事業やまちづくり、公有地の利活用、都市経営課題の

解決などに興味のある方々にも楽しんでもらえる内容になっています。 

また、当日来られない方のために、有料での LIVE 配信も行います。 

 

登壇者 長澤幸多（もりおかパークマネジメント/Gugusdada inc） 

    小川翔太（もりおかパークマネジメント/合同会社 koe） 

    荒井雄大（もりおかパークマネジメント/SHAPE-japan） 

参加費：会場 10,00 円、オンライン LIVE 視聴 1,500 円  

定員：会場先着 30 名、オンライン LIVE 視聴先着 50 名  

 

<会場参加チケットについての注意事項 > 

・入園時に正面入口券売所にてチケット受付画面を提示し、専用チケットと引き換えて下



さ  い。 

・開始 10 分前(12:50)までに動物資料館 2 階にお越し下さい。  

・参加費のほかに、別途入園料が必要になります。  

・園内共通チケットではご参加いただけません。  

・開催前日までに  Pass Market より専用チケッ  トの購入が必要です。事前予約分で定

員に達していない場合にのみ当日券を正面入口券売所で  販売いたします。  

・チケット購入後の払い戻しはできませんので予めご了承ください。  

 

会場での参加申込は下記  URL から専用チケットをご購入下さい。  

「会場での参加チケットはコチラ」  

https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/015vg2jx4w911.html 

 

<オンライン LIVE 視聴についての注意事項> 

・参加費は事前チケット購入制となっております。キャンセルによる払い戻しは出来ませ

んのでご了承ください。  

・お申し込みいただいた後、担当者より確認のメールをお送りし、参加用 ID・パスワー

ドをご案内いたします。  

・上記の ID・パスワードを第三者に情報提供することを禁じます。  

・当日の録画やスクリーンショット、SNS 等へのアップロードは禁止いたします。  

・zoom に関する(システムや使用方法等 )お問い合わせはお受けできませんので予めご了

承ください。 

 

オンライン LIVE 参加申込は下記  URL から専用チケットをご購入下さい。  

「オンライン LIVE 参加チケットはコチラ」  

https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/01h1eb4v5w911.html 

 

「ZOOMO リニューアルパネル展」 

 2020 年 11 月 28 日（土）、29 日（日）9：30～16：30 

  動物公園再生事業とランドスケープ計画についてのパネル展を開催します。 

 

「動物たちにプレゼント」 

 2020 年 11 月 29 日（日） 

  動物公園友の会のみなさんが、動物たちに日頃の感謝の気持ちを込めて特別な食べ物をプレゼント

します。また、アートバルーンの無料配布も行います。 

 11：00～ ニホンツキノワグマ・ニホンイノシシ 

 13：00～ カナダカワウソ・ピューマ 

14：00～ アフリカゾウ 
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「動物たちのごはん」 

  動物たちへの感謝の気持ちを込めて、フィーダー（給餌器）を使った採食エンリッチメントを行い

ます。また、一部の動物では給餌体験を行うことができます。 

 11：00～ ハクビシン 

11：30～ ニホンアナグマ（給餌体験） 

13：00～ ヤギ・ヒツジ 

 13：30～ ヒトコブラクダ（給餌体験） 

14：00～ アカカンガルー（給餌体験） 

※給餌体験について 

参加定員:各種各日 20 名ずつ 

参加費:1 人 110 円 

※事前予約は出来ません。開始時間に各動物舎前にお集まりください。 

 

 「黄昏ガイド特別編・ツキノワグマの“姫”と“リオ”の収容と給餌体験」 

  2020 年 11 月 28 日（土）、29 日（日）15：30～16：30 

  参加費：1 組 5,000 円 

  定員：各日 1 組限定（4 名様まで） 

   ツキノワグマの冬眠のお話や寝室への収容体験、少人数でゆっくり給餌体験ができる特別なガイド。 

 

参加申込は下記  URL から専用チケットをご購入下さい。  

「参加チケットはコチラ」  

    https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/01xj1guz50a11.html 

 

「ZOOMO にメッセージ（仮）」 

 11 月頭より入園ゲート付近で来園者に ZOOMO へのメッセージを書いていただき、28 日（土）、

29 日（日）に展示をします。 

 

「ZOOMO 感謝祭限定“カワウソランチボックス”」 

 2020 年 11 月 28 日（土）限定 10 食 

 2020 年 11 月 29 日（日）限定 15 食 

 価格：990 円（変更になる場合があります） 

  イベントや雨天の平日のみ提供されているカワウソメニューが、ZOOMO感謝祭限定で“カワウソ

ランチボックス”として数量限定販売されます！ 

 

https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/01kusc114p6r4.html
https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/01xj1guz50a11.html

