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        みんなでガイド（スポットガイド）5月 

・開 催 日：平成２９年５月７日（日） １０：３０～１２：００ 

・天 候：晴れ 

・解説動物： ハイラックス（YH）、ダチョウ（SN）、ミーアキャット（TT） 

クロサイ（YM・HO・RN）、オオサンショウウオ（KK） 

小動物（KO）、シロフクロウ（HA） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

ハイラックス 
人も多く、質問もあり

自然な形で話せた。 
ハイラックスとヤマ

アラシを流しで解説

した。 

写真・エサ・頭骨・ヤマア

ラシの針を準備 

ダチョウ 
一人はしんどい。２，３人でするのがいい。 
よく聞いてくれた。小さい子は展示物を触りたが

って話しにくいこともある。 

クロサイ① 
途切れることなくお客さ

んがいた。来たお客さんに

話しかける形でガイドし

た。3 人でそれぞれの家族

に合わせたガイドが出来

た。 
クロサイ② 
ハナの前でマイクを使って解説。ハナが見えるこ

とを知らない人が多かった。バックヤードツアー

のコマーシャルもできた。（O さん視察？） 

オオサンショウウオ 
聞かれたことを話す形式で。模型を

準備したので興味を持って集まって

きた。話に合わせて写真も見せた。 

シロフクロウ 
スポットガイドの時は、小道

具を用意すると人が集まりや

すい。西園の上の方なのでな

かなかお客さんの方から聞き

に来る感じではなかった。 

ガイド後反省会をし、６月のツアーガイドに向けての前向きな話し合いができました。 
園内のあちこちでスポットガイドをしている様子は活気がありました。次回７月は更に多くの参加を！ 
 



ＡＳＡずうぼらだより ６８号 （２０１７年６月２０日発行） 

 
 

    3  
  

 ツアーガイドレポート６月 

・開 催 日：平成２９年６月４日（日） １３：３０～１４：００ 

・天 候：晴れ 

・解説動物：クロサイをグループガイド（YM・RN） 

・ボランティアスタッフ：KO、KK、TK、TT、TT、ST、YH、NM、HY 

・参加人数：２０名 

 
 日向が少し暑く感じる６月の午後のツアーガイドでした。ツアーガイドとしては初めての試みで、二

人で分担して同じ動物を解説しました。（当初は３人の予定でした）ライノテラスで N さんが話し、ハ

ナが見えるところに移動して M さんがハナの話をしました。 
＊ライノテラスの RN さん 
 タイミングよくサキとニコが出てきたところで解説を開始。エ

サの話、角のクイズ、野生のクロサイの数が減っている話、クロ

サイの名前の由来などをゆっくり丁寧に話されるので小さい子

どもたちもよく聞いていました。話している途中で、ニコがオッ

パイを飲み始めたので注目してもらうことができたり、めったに

聞くことができない鳴き声を聞くことができたり、木の葉を食べ

るところや水を飲む様子を見てもらうこともできました。こんな

素敵な瞬間をお客さんに見ていただけるのは、お客さんにとって

もガイドにとっても、ラッキーでした。 
＊ハナの話の YM さん 
 ライノテラスからハナの所まで移動。立ち止まって途中の解説

はしませんでしたが、お客さんとクロサイの話をしながら世界一

長生きのハナに会いに行きましょうと期待を持たせて移動しま

した。ハナに会う前に、パネルを使ってハナの話。「日本で唯一

野生を知っているクロサイです。」「もうすぐ５１歳、まだまだ元

気なので記録を伸ばしそうです。」 
さあ、ハナが見えるでしょうか。実はお昼頃は、ハナの姿が全

く見えませんでした。ところがなんとこの時は、全身が見えると

ころに居て、お客さんも感激していました。ハナが見えることを

初めて知った人もいました。ハナが見えることを知らないお客さ

んは、ラクダを見ながら素通りしてしまうのでしょうか。 
 ハナが見えるように木を切ってあるところから身を乗り出し

て見ていました。少し残念だったのは、小さい子どもたちには、

それでも木が邪魔をして見えなくて、お父さんに抱き上げて見せ

てもらっていました。 
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 N さん：小さい子が多かったので話の内容を少し変更して話

した。１５分時間をいただいて話したが長くは感じ

なかった。ライノテラスではマイクを使えなかった

ので、後ろの方のお父さんやお母さんには聞こえに

くかったかもしれない。サイの動きを見ながら「オ

ッパイを飲むニコ」や「鳴き声」の話ができてよか

った。 
 M さん：ライノテラスにある掲示物が雨などで痛んでいた

ので、飼育担当者と相談の上、この日にあわせて貼り替え

た。掲示物が新しくなって写真が鮮明でお客さんによく見

てもらえた。移動の途中からマイクを使って話したので聞

き取りやすかったのでは。ガイドをするときには一般の人

の邪魔をしないように気を付ける必要があると思った。ハ

ナが見えることを知らない人もいたので今回のツアーを企

画してよかった。 
サポートスタッフより 

・リアルタイムで面白い場面が見られてラッキーだった。 
     ・暑い日には、日陰で話すとかパラソルを用意するとか座って聞いてもらうなど工夫すると 

良い。     
・折角ハナが見えるようにしてあるのに、気づかない人がいるので、絵画を見るように木枠 
などがあると思わず覗いてみたくなるのではないか。 
・今回はエサだったが、具体的な物があるとお客さんにはわかりやすい。骨・毛皮・エサ・

写真など使いたいものは谷口さんを通して園に相談できる。 
・一人でスポットガイドをするより複数でする方がやり易い。〔展示物が壊れたりなくなっ

たりしないように協力できる。お客さんが増えたときに、メインで話す人とお客さんの質問

に答える人に手分けできる。互いに良いところを学び合える。〕 
 
＊次回７月８日（土）はスポットガイドの日 
 １０：３０ ボラ室に集合し、ガイド動物やグループの確認をする 
 １０：４５ 各場所に移動してスポットガイドをする 
 １２：００ ボラ室に帰ってガイドの様子を交流したり、改善点を話し合ったりする 
       できれば、８月の「夜のガイド」の計画を立てる 
 
  ※スポットガイドは、お客さんと対話しながら動物の解説ができる時間です。お客さんとのふれあ

いを楽しみましょう。一人ではちょっと・・・と不安な方は、先輩ガイドの方のサポートをしなが

らガイドの経験をして自信につなげてはどうでしょうか。 
   日曜日だと参加できない方もいらっしゃるので、次回は土曜日に計画しています。ガイドのみな

さん、お誘い合わせてスポットガイドをしてみましょう！！ 
                                    （報告：TT） 
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（報告：田邉 朋子）

作業ボラ活動報告 
４月 1３日（木）       
   木製ベンチリフレッシュ塗装。                    （参加者１１名） 
４月１５日（土）       
   ビニールハウス腰下ビニール取り外し。 
   ヒマワリ種蒔き。       
   ぴーちくパーク、いも畑、正面駐車場入口横草取り。         （参加者２１名）  
４月２９日（土）       
   全域花柄摘み、草取り。 

ビニールハウス周り一部草刈り。          （参加者１１名）  
５月１３日（土）  
  ヒマワリ種蒔き。 
  正面駐車場入口横のビオラ、パンジー抜取り。      
  テント売店周りゼラニューム植付け、ハンギング             （参加者１１名）  
５月２０日（土）       
  レストランうらのコンクリート鉢土入替え。 

正面入口前、ヒヒ山前大丸鉢ビオラ抜取り、チューリップ球根取り出し。 
ヒマワリの苗ビニールハウスより屋外に移動、寒冷紗取付け。 
ベゴニアポットあげ。                            （参加者１７名）  

５月２７日（土）       
  イモ畑ビオラ抜取り、手作業で掘り起こし後、耕運機で耕作。 
  正面入口前、ヒヒ山前大丸鉢、丸鉢ヒマワリ苗植付け。            （参加者１２名）  
６月３日（土）      
  イモ畑畝作り、苗（なると金時３５０本）植付け。    
  ぴーちくパーク、レストラン周りヒマワリ苗植付け。   （参加者１７名）  
６月１０日（土） 
  展望台・アカゲザル舎横・ミニ売店横ビオラ抜取り、ポーチュラカ植付け。 
  ぴーちくパーク、ポーチュラカ植付け。              （参加者１５名）  
＊潅水作業（５月～６月１０日）延べ１８日を実施。 

               (報告者：KS）  

      作業グループのみなさんへ 
  ☆７月・８月の活動日のご連絡です      
    ・７月１日・１５日（第一･三土曜日）      
    ・８月５日・１９日(第一・三土曜日）      
  ＊暑い時期の活動日です。暑さ 対策を十分にして 

参加してください。        
  ＊潅水作業は７月～１０月まで毎日輪番で行います。 
      ご協力よろしくお願いします。 

 
 ASAZOO 公式ツイッターに登場。これからも頑張りましょ
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研究報告「雌ライオン２頭の導入」 

講師：南方 延宣 飼育展示係  
4/19（水） 
 富士自然動物公園（富士サファリパーク）より 
雌ライオンが 2 頭やってきました。 
 
◎ エル     2016/3/9 生   1 歳 （毛の色が濃い方です。） 
◎ アマレット  2016/4/2 生  1 歳 （毛の色が薄い方です。） 
 
2 頭は姉妹ですが、父親は同じで母親が違います。（異母姉妹） 
 
体格は 2 頭ともまだ 1 才の少女なので大人の体格よりも少し小さく、 
100kg 弱（セントバーナードぐらい？）ということもあり、 
とても身軽で活発なおてんば娘です。 
 
展示場ではエルはネコ並みによく飛びます。 
アマレットは展示場に置いてある木の枝をかじるのが大好きでよくかじってい

るので、どんどん短くなってしまっています。 
ライトとリクが首まわりをカキカキするのにその枝は丁度よいまごの手のよう

な役割をしてくれていたのですが、なくなるのも時間の問題かもしれません・・・ 
 
そして、2 頭の雌ライオンがやってきたということで 
恒例の名前募集の話がありましたがその話はなくなり、 
名前は「エル」と「アマレット」のままになりました。 
 
結果的によかったような・・・ 
実は今いるライオンたちの名前を並べてみると 
マンガ「デスノート」のキャラクターの名前がそろっていることを発見！ 
エル、  ライト、  リク(リューク)、 アマレット(あまねみさ？？) 
そしてなぜか西園のレッサーパンダにキラが（参入？）やってきました。 
キャラが勢ぞろいしてネタに使えそうです。（ちなみにアマレットとはお酒の名前だそうです。） 
 
以前、当園には 
 ナナミ（雌） ミルキー（雌） ライト（雄）  ソラ（雄）・リク（雄） の 5 頭がいました。 
 
野生では雄が 1～3 頭と複数の雌と子供たちというのが本来のプライド（群れ）の姿ですが、ナナ

ミとミルキーは姉妹にも関わらずとても仲が悪く一緒に展示できませんでした。 
（ケンカの原因は雄絡みだったようです。） 
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そこで ①ライトとナナミ ②ライトとミルキーの組み合わせで、交代で展示していました。 
そして ナナミがソラとリクを出産してから 
 ライト（父）  ナナミ（母） ミルキー（母の姉妹） ソラ・リク（息子たち） 
の 5 頭体制での展示をしてきました。 
 
しかし、ソラ・リクが大きくなり、もともとおっとり系のライトがケンカ 
してけがをする可能性が出てきたため 
一緒に展示できなくなり、雄雌ペア交代での展示となりました。 
 
2014 年ソラがズーラシアへ行き、 
2015 年 13 歳でナナミとミルキーは乳がんが原因で他界。 
  
エルとアマレットが来るまでは 
ライトとリクだけで、交代で展示していました。 
 
ちなみに大型のネコ科動物は 10 歳を越すと発癌率があがるそうです。 
（ネコの場合は若い頃に避妊手術をしていない雌ネコは乳がんになる確率が高くなる。） 
【↑コレ、ホントですか？（ミナミガタ）】 
園としては雄 1 頭に対して雌複数のグループ展示を目指したいので 
とにかく相性の良い、とっても仲良しの雌同士を希望したところ 
エルとアマレットに決まりました。 
 
 
4/19（水）の 2 頭の搬入は早朝に行ないました。 
重さ約 100kg 以上の鉄製の箱(1 頭用)にライオン 1 頭を入れます。 
（高さ 100  奥行 1850  幅 74  (各 cm)） 
 
ライオン部屋の入口にある階段をどかすと部屋に通じるカウンターが見えます。 
そこに鉄製箱の扉とカウンターを合わせ、両方の扉を開いて部屋に入ってもらいます。 
ただ、箱の設置場所へいくにはいくつか段差があり、鉄製の箱をどうやって移動しようかと 
考えていたら 畑瀬係長が鉄製箱用の台車を作ってくれました。おまけに段差をなくし、とっても

スムーズに運べるように工夫してくれたおかげで作業がとんとん拍子にうまくいきました。 
（ちなみにトラは舎外に部屋へ通じる入口を設置してあるので楽ですが、一方で屋外作業になるた

め、とっても危険です。） 
 
 
 ～搬入当日のタイムスケジュール～ 
当日は開園日だったため、開園までに（少なくとも 9：30 までに）作業を終わらせないといけませ

んでした。 
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午前 7 時までにライオン舎作業など全て終わらせる。 
7:00 富士サファリより雌ライオン 2 頭到着。 
7:30 人止め柵を設置。2 頭を続けて搬入。 
8:30 輸送箱を撤去。作業終了。 
  （この時間までに終了できなかったら麻酔を使用して搬入する予定でした。 
   しかし手作りの台車のおかげで 30 分で無事搬入終了しました。） 
9:00 開園 
       
人止め柵は 4 カ所設置 
①展望広場～ライオン舎までの道のり ②水牛＆ミーアキャット～ライオン舎までの近道  
③食堂～トラ舎へ抜ける道    ④大鳥舎～トラ舎への道のり 
 
 
ライオン舎のお部屋は 4 つあります。 
今まではリクは一番手前の出入口側？ライトは隣の隣を使っていましたがエルとアマレットの部

屋を真ん中の 2 部屋を使用し、リクとライトは両端の部屋を使用することになりました。（この部

屋割りだと窓越しのお見合いもできます。） 
 
初日は真ん中の二つの部屋をそれぞれ 1 頭 1 頭別々に入

れてましたが 2 頭とも部屋の隣同士の窓際にじっとして

アマレットはしょぼんとし、エルは窓からアマレットを

見つめていてその日は2頭とも落ちつかないようでした。 
そこで初日の夜からライトとリクを完全に立ち入れない

ようにして、エルとアマレットだけが二つの部屋を行き

来できるようにしてみたらちょうど通路のところで 2 頭

が一緒にいて、よく落ち着けるようでした。現在もときどき自由に行き来

できるようにしています。部屋からでる練習にもなっていたようです。 
 
初放飼の日アマレットがモートへ落ちてしまいました。 
そのあとエルと南方さんの呼びかけもあって 1 時間半ぐらいで 
ドロドロになりながら裏階段から自力であがってきました。 
その後、エルも落ちてしまいましたがすぐ階段から上がってきました。2 頭とも無事でした。 
 
誰もが一度は落ちるモート・・・しかし、一度落ちたら覚えるようです。 
モート裏階段はレオガラス下の奥にあります。 
 
エルとアマレットは今ちょうど活発な時期でアクティブに動いてくれているので、たくさんのお客

さんに楽しんで頂いております。10 分活動、1 時間 30 分は休憩というペースになっているようで

す。 
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現在、午前 9～午後 2 時までエルとアマレットを展示。 
午後 2 時より日替わりでライトかリクを交代で展示しています。 
雌と雄の入れ替わりの時間に遭遇すると体格の違いがはっきりわかります。 
 
現在、雄と雌の体格があまりにも違いすぎるので、今一緒にするとなにかあったときに雌が反撃で

きずとても危険な状況になってしまうことが想定されます。 
みんなの安全を考えてライト又はリクと一緒に展示するのは最低でも半年以降になる予定です。 
 
今後ライオンの繁殖はしません。 
部屋も産室も確保できないのと行先が決まらない可能性があるためです。 
 
繁殖しないようにライトとリクに去勢の話が出ていましたが、タテガミが抜けてしまう可能性があ

るためパイプカットをする予定です。 
 

（記録：AT） 
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ガイドグループのみなさんへ 

★７月８日 (土 ) みんなでガイドの日   

  ・スポットガイド   １０：３０～１２：３０  

   １０：３０ボラ室に集合⇒１０：４５各場所でスポットガイド（グループ

やアシスタントで参加も可。⇒１２：００ボラ室にて反省会  

★８月６日 (第１日曜日）ガイド連絡会  

 ・ガイド連絡会  １０：００～１２：００  科学館２階ホール  

・ツアーガイドはお休みです  

★８月のナイトサファリの開催に合わせて、今年は「夜のガイド」を８月２０

日（日）に計画しています。参加される方の集合は１６：３０ボラ室です。

詳しくは、８ /６の連絡会で相談します。  

参加できる方は同封のハガキにチェックを入れてお返事ください。  

★ツアーガイドで配布している『ミニガイド』が実情と合わなくなっているの

で改訂したいと思います。準備が出来次第改訂作業を始めますので、その時

はご協力をお願いします。  

 

ＡＳＡＺＯＯボランティアーズのみなさまへ 

 
 
し 
 
 
 
 
 
 
 

 

                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

６月４日（日）１０：００からガイド連絡会 

参加者：ST・NM・TK・YT・HK・RN・KO・KK・MK・TT・YM・TA・HY・TT  (園より嶋田さん) 

〇 ５月のスポットガイドの報告 

  ・骨、写真など引き寄せるものを置いているとお客さんを引きつけることができる。 

  ・解説にはストーリーを作ってする方法とお客さんからの質問に答える方法がある。 

 〇 ガイドの計画（７月、ナイトサファリ） 

 〇 暑気払いについて・・・７月１６日 １８：３０～２０：３０ 「いっちょう」別紙参照 

 〇 ９月１０日（日）に東山動物園の東山ボラの方々約３０名がａｓａｚｏｏを見学したいと依頼

があった。 

   ボランティアとの交流も希望されている。良い機会なのでお受けして、ツアーガイドとスポッ 

トガイドの両方を同時進行でしてはどうかという案が出ている。東山ボラの来園に合わせて前号

で９月のツアーガイドを９/３とお知らせしましたが９/１０に変更します。 

  〇 『高齢者いきいき活動ポイント事業』に参加し、団体登録を申請することが了承された。 
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＊活動報告 

  ・５月４・５日の糸つむぎイベントに参加しました。 

   例年ぴーちくパークでヒツジの毛刈りを見ながらの糸つむぎでしたが、混雑を避けるというこ

とで今年は野外ステージで行われました。材料準備から始まりゴールデンウィーク真っただ中の

ボラ参加の皆さんのおかげで、子どもたちにも楽しんでもらえたと信じています。ありがとうご

ざいました。 

 

         

 

 

 

 

 ＊７・８月活動予定 

 ・７月２３(日) １０：００～１５：００ 

    作業内容：羊毛を染めたり解したりします。 

・８月は夏休みです。                         村長より 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ひつじ村は、毎月第４日曜日、動物園のどこかで村開き。安佐 ZOO ぴーちくパークで暮らす

ヒツジたちにもらった羊毛を、洗う、解す、染めるなど、イベントの材料準備が主な作業で

す。グループ問わず、興味ある方、通りすがりの見学がてらお茶だけ参加でもＯＫ、住民登

録随時受付中！ 

 

～ＡＳＡＺＯＯボランティアーズ年会費についてお願い～ 

・年会費 １，０００円(同世帯家族会員５００円) 

主な使途：「ずうぼらだより」発送費用など通信費、活動時の茶菓代金。 

「ずうぼらだより」はボランティアによるボランティアのための連絡紙です。 

年６回偶数月２０日に発行しお届けしています。送料は私たちボランティアで負担、皆さんからのボラ

ンティア会費で賄っています。ボランティアルームで一息していただけるよう常備のコーヒーなどにも

使っていますので活動時には気軽に利用してください。会費は会計が管理、総会時に会計報告します。 

未納の方は、下記要領で納入よろしくお願いします。 

        平成２９年度会計担当   ガイドグループ：玖島 操 

                     作業グループ ：鈴木 茂   

【納入方法】１．来園時にボランティア役員、または動物園企画広報係に預ける。 

     ＊日付、氏名、金額を明記した封筒に入れてください。 

２．振り込み    振込先：広島銀行祇園支店 店番 040 口座番号 3092211 

                     ＡＳＡＺＯＯボランティアーズ  

     ＊振込人名は会員名で、振込手数料はご負担ください。 
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◎動物園ニュース 
☆レッサーパンダの「キラ」を新規導入 

5 月 19 日、レッサーパンダの適切な血統更新のため、雄の

「キラ」を、鹿児島市平川動物園から導入しました。キラは平

成 26 年 6 月生まれの 3 歳で、平成 27 年に安佐動物公園で誕

生した「マル」との繁殖を目指します。 
 
 
 
 
 

☆オオサンショウウオ型の「サンちゃんクッキー」販売開始！ 
安佐動物公園では広島文教女子大学人間科学部人間栄養学科の竹内育

子教授と学生と連携し、様々な商品開発を進めてきました。 
このたび、NPO 法人ウイングかべが運営する手作り菓子の店「お菓子

工房エール」とも連携し、オオサンショウウオをモチーフとしたクッキ

ーを製品化し、平成 29 年 6 月 17 日（土）から販売を開始することにな

りました。 
イチゴ風味、トマト風味、ココア風味のクッキーがそれぞれ 2 枚ずつ

入った 6 枚の詰め合わせとしています。また商品 1 袋につき 1 枚、安佐

動物公園が作成したオオサンショウウオの解説カードが入っています。 
 
 

☆「超音波診断装置を用いたオオサンショウウオの性別判定法」が動物園水族館雑誌の優秀論文 
として表彰されました。 

オオサンショウウオは、外見では雄と雌の判別が非常に難しいことから、従来安佐動物公園では内

視鏡を使用して、腹腔内の精巣や卵巣を直接的に確認していました。しかし、条件が整えば超音波診

断装置による性別判定が可能であることが判明しました。 
それをまとめた飼育・展示課の野田らの論文が、公益社団法人日本動物園水族館協会の発行する動

物園水族館雑誌の優秀論文として技術者研究表彰を受賞し、5 月 24 日に表彰式が行われました。 
 

 
◎お手伝いをお願いします 
全ボランティア対象 

☆長寿世界一！クロサイのハナにご対面 

 日時=7 月 1 日～7 月 29 日の毎週土曜日 

             （特に 7 月 15 日） 

13：30～14：30 

 募集人数=3 人程度 お客様の整理誘導。 

 

 
ガイドボランティア対象 

☆バックヤードガイド 

日時=毎週土曜日 11 時～、13 時半～ いずれも約３０分程度 募集人数=2 人程度 飼育係による裏側

案内の補助、参加者の整理誘導など。 

※毎月最終土曜日の午前は「サンちゃんツアー」、午後は「クロサイのハナに会いに行こう」です。

ただし、７月 29 日は「長寿世界一!クロサイのハナにご対面」があるため、このイベントと兼ねます。 

昨年のクロサイのハナにご対面 

 

レッサーパンダの「キラ」 

サンちゃんクッキー 



ＡＭ ＰＭ

1 土 長寿世界一！クロサイのハナにご対面　　動物公園で七夕 トラ 調理 活動日

2 日 動物公園で七夕

3 月

4 火

5 水

6 木 休園日

7 金

8 土 長寿世界一！クロサイのハナにご対面 ヒヒ山 ライオン みんなでガイド

9 日 学べる動物園展示開始

10 月

11 火

12 水

13 木

14 金

15 土 おめでとう長寿世界記録更新！クロサイのハナ ゾウ スイギュウ 活動日

16 日 カエルの田んぼで生きもの観察

17 月 ａｓａｚｏｏ＆みやじマリンコラボ２０１７合同PRイベント（ゆめタウン廿日市）

18 火

19 水

20 木 休園日

21 金

22 土 長寿世界一！クロサイのハナにご対面 病院 キリン

23 日 「大暑にちなんで動物へ暑中見舞い」 ひつじ村

24 月

25 火

26 水 サマースクール第１組

27 木

28 金 サマースクール第２組　　　２０１７ひろしま温暖化ストップ！フェア

29 土 長寿世界一！クロサイのハナにご対面
サンちゃ
んツアー

-

30 日

31 月

☆

★ 作業ボラの作業内容については天候等に変更されることもあります。詳しくはその都度確認ください。

7

この予定は「ずうぼらだより」発送時の予定です。変更される場合も有りますので、活動時などには確認してください。

平成２９年度　ＺＯＯ＆ ボラ予定表（７月１日～７月3１日）

月日

安佐ＺＯＯ ＺＯＯボラ

イベント
バックヤードガイト

解　説 作　業

暑気払い

１０：３０ ボラ室集合

１０：４５～１１：４５ スポットガイド

１２：００ 反省会



ＡＭ ＰＭ

1 火

2 水

3 木 休園日

4 金

5 土 ドリームナイト・アット・ザ・ズー ぴーちく ラクダ 活動日

6 日 ボランティア連絡会 連絡会

7 月

8 火

9 水

10 木 休園日

11 金

12 土 納涼ナイト・サファリ（点灯式、神楽ステージ） トラ
クマor
夜行獣

13 日 納涼ナイト・サファリ（点灯式、広響ナイトコンサート）

14 月

15 火

16 水

17 木 休園日

18 金 安佐南区 子供会連合会写生大会

19 土 納涼ナイト・サファリ（点灯式、神楽ステージ） ヒヒ山 ライオン 活動日

20 日
納涼ナイト・サファリ（点灯式、絵本の夜）
わくわく！安佐動物公園 夏休み思い出作り（サンスター＆ウォンツ）

ナイトガイド

21 月

22 火

23 水

24 木 休園日

25 金

26 土 納涼ナイト・サファリ（点灯式、神楽ステージ）
サンちゃん

ツアー
クロサイの

ハナ

27 日 納涼ナイト・サファリ（点灯式、絵本の夜）

28 月

29 火

30 水

31 木 休園日

☆

★ 作業ボラの作業内容については天候等に変更されることもあります。詳しくはその都度確認してください。

8

この予定は「ずうぼらだより」発送時の予定です。変更される場合も有りますので、活動時などには確認してください。

平成２９年度　ＺＯＯ＆ ボラ予定表（８月１日～８月3１日）

月日
安佐ＺＯＯ ＺＯＯボラ

イベント
バックヤードガイト

解　説 作　業

１７：００～終了時間

よるのガイド

連絡会１０：００～１２：００


