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みんなでガイドレポート７月 
 
・開 催 日：令和２年７月５日（日） １０:００～１２:００ 

・天  候：晴れ（梅雨が続いており前日まではずっと雨。珍しく晴れた日でした） 

・解説動物：クロサイ（M さん・Ｏさん）、小獣舎（O さん・K さん）、ゾウ（T さん）、 

ダチョウ（D さん・F さん）、記録（T さん） 

 

全国緊急事態宣言が解除され、安佐動物公園も再開。１２月以来の久しぶりの「みんなでガイド」で

した。それに加えて、新型コロナウイルス感染防止対策のために園からマスクとフェイスシールドの着

用、互いの距離を２メートル（実際は少し緩和され 1 メートル）あけることなど新たな対策を求められ

ました。「さあみんなでガイドをしましょう。」と呼びかけるにはあまりに心もとなく、まずは役員で７

月の暑さの中で新しく加わった対策を取り入れながらガイドをしてみることにしました。 

 フェイスシールドを着けるとこのようなスタイルになります。フェ

イスシールドは飛沫を浴びないようにするための物なのですが、声が

こもってしまい、人によっては話す声が相手に聞き取りにくくなりま

す。加えて、暑さもこもります。マスクをするとさらに息苦しくなり

ます。出発する前から「夏の暑さの中で大丈夫だろうか？」と不安が

増しました。でも、気を取り直してガイドに出発！ 

 

 

 

 

 

 

ガイドをしてみての気付きや反省 

・工事の関係で人の流れが変わってクロサイで足を止める人が増えている。 

・何も持たずに解説しているが、声が聞きづらいのかついつい近くなる。 

・フェイスシールドは暑くて休憩がいる。 

・ソーシャルディスタンスに慣れてきていて、お客さんの方から距離をとる。 

・家族単位で話をするのが丁度よい。 小獣舎の辺りは木陰で涼しかった。 

・展示動物を見ながらの解説ならできる。 

・クロサイの辺りは木陰もなく暑かった。クロサイも寝ていた。 

・地図を広げて行き方を尋ねる人もいるので、案内も役割の一つではないか。 

・物を並べて触ってもらってのガイドは今はできない。やり方を考えねば。 

・フェイスシールドをして話すのは無理。展示動物の解説パネルを読んでも

らった。暑い時はガイドより案内をする。ガイドの役割はいろいろある。 

以上の気付きや反省から、８月９月のガイドは難しいという意見が多かったので、この際自分たちの

力を蓄える時と考え研修をすることにしました。さらに、毛皮などを並べて触ってもらっていたナイト

ガイドは３密が避けられないので今年は断念することにしました。８月は連絡会の後で、動物園の現状

や休園中の動物園の変化などを企画広報課の U さんに話していただくことになりました。                  
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開 催 日：8 月 2 日（日）10:00～11:30 

参 加 者：ガイド＝K さん、K さん、N さん、O さん、M さん、D さん、T さん 

     兼 務＝K さん、O さん、T さん、T さｎ、F さん、T さん 

     作 業＝S さん、S さん、M さん、S さん、O さん、Y さん、Y さん、Y さん 

ガイドと作業の合同連絡会は、多数の参加をいただき開催することができました。初めて会う方もいる

ので自己紹介と近況報告をして、会が和やかに始まりました。 

１ 動物園の U さんから新型コロナウイルス感染拡大の状況下での動物園の状況や対策、ボランティア

活動の自粛などへの対応について全般的な話をしていただきました。 

２ 3 月以降のボランティア活動の経緯について 

  ① ボランティア全体としては 4 月 5 日の総会の中止。その後のハガキにて本年度の役員や活動

予定について承認をいただきました。 

  ② ガイドボランティアグループについては、3 月から 6 月の間スポットガイドの中止。 

    7 月の役員によるスポットガイド実施について報告。 

  ③ 作業ボランティアグループについては、3 月から 6 月までは役員を中心に少人数で感染防止対

策をしながら活動を継続。7 月は 16 日（木）の休園日に 21 人で活動した。 

    現在花が植わっているのは、花の塔・エントランスの丸鉢・ヒヒ山前の丸鉢のみ。 

３ 8 月以降の活動について 

  ① ボランティア全体：春の園外研修中止、暑気払い 中止、秋の園外研修 中止の方向、 

忘年会 中止 中止ばかりで残念ですが 皆さんの健康と安全を考え自粛も止む無しと 

  ② ガイドボランティア：8 月 9 月の「みんなでガイド」は「みんなで研修」にする。 

   コロナ感染防止対策をした上で、個人でのガイドはできる。フェイスシールドは個人持ちとする

ので、記名をし各自で管理をお願いします。ボラ室の箱に新しいものを置いているが、不足等が

あれば U さんに相談してください。バックヤードガイドやイベントのお手伝いは９月末まで中止

する。それ以降も中止になる可能性も。ナイトガイドは今年はしない。 

  ③ 作業ボランティア：コロナ防止対策と暑さ対策をしながら活動をするが、苗づくりなどこれま

でと変える部分もでてくる。苗の購入も検討。9 月以降は、これまで更地にしていた、ぴーちく

パーク・バクバクレストラン・展望台の鉢にも花を育てる。 

４ 年会費について 

  6 月は定型郵便（84 円）で「ミニずうぼらだより」を送付した。 

  8 月から、ボランティア活動の再開で「ずうぼらだより」も通常の形で発行できそうだが、今後ず 

っとこれまで通りの活動が安定して続けられる保証はない。現在も 3 月 4 月以上に感染者が増えて 

いる。今年度のこのような活動が不安定な状況で、みなさんから年会費を集めてよいか疑問である。 

そこで、前年度までの年会費の残金が全体会計として 7 万円ほどあるので、今年度に限り全体会計か 

ら通信費を賄うことを参加者で検討し、今年度は年会費を集めないことを決定した。 

4 月早々すでに今年度分を振り込んでいただいている方には、返金の方法など個別に連絡させてい 

ただきます。 

 

 今年度のボランティア活動については、コロナウイルスの感染防止を最重要課題とし、役員の皆さん

には検討していただくことがたくさんありますが、どうぞよろしくお願いします。 

                                    （記録：T） 

８月の連絡会 報告 
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（上）リッカ、（下）サニー 

研修「最近の安佐動物公園」 

講師 企画広報課 U    

新型コロナウイルスの感染拡大で非常事態宣言が出されるなど、私たちの日常は大きく変わりま

した。安佐動物公園も一時閉園し、ボランティア活動もこれまで通りに続けることが出来なくなり

ました。まるで時が止まったかのようですが、その期間のＡＳＡＺＯＯはどうだったのでしょうか。

ボラが知りたい、ボラに知ってほしいことについてお話をしていただきました。 

１ 動物園の現状 

２０２０年１月１６日に国内で初めての新型コロナウイルスの感染者が出たことが発表されま

した。２月１３日には国内で初めて感染者の死亡が確認され、感染の拡大が心配される事態になっ

て来ました。 

安佐動物公園でも２月２６日から、来園者へ感染予防の徹底の呼びかけが始まり、２９日には園

内のイベント中止、動物科学館などの屋内施設の閉鎖が決まりました。園内でのイベントの中止に

伴いガイドボランティアの活動が中止になり、作業ボランティアの活動も少人数で感染防止対策を

しながら最低限の活動に絞られました。 

３月６日には広島市でも感染者が出ました。４月１６日には全国に緊急事態宣言が出され、様々

な自粛が求められました。そして、４月２２日に広島市が休業要請をしたのを受けて安佐動物公園

の休園が決まりました。 

動物たちに目を向けると、２月４日にキリンのキリコが、朝寝室内で足に怪我を負ってしまいま

した。怪我の回復のため群れから離して室内で過ごさせ始めましたが、外に出たいのか室内を歩き

回るため、怪我の悪化が懸念されました。キリンに対する麻酔の投与は非常に難しいのですが、そ

れでも麻酔をかけて足をギプスで固定することになりました。２月９日実施し、処置は無事成功。

現在は寝室内で療養中です。 

３月５日 ライオンのムーンがとくしま動物園に搬出される。 

３月１８、１９日 クジャクの雌が王子動物園より搬入される。ヤギのルイ、トイ搬出される。 

３月３１日 ライオンのアースが豊橋総合動植物公園に搬出される。 

４月９日 キリンのメグミガ雌の子供を出産する。子供には両後肢に先天的な異常があった。 

（４月１９日、ギプスを装着。） 

４月１４日 パタスモンキーのアカネ、ときわ動物園に搬出。 

５月６日 シマウマのエレナが初産で雄の子供を出産。 

      臨時休園中の特別企画としてツイッターで子供の愛称投票

を行いました。（エイキチ、ゴロー、リッカの三択）投票の結

果、５月６日は立夏（りっか）にちなんだリッカに決定。募

集６日間で１９５３票の応募がありました。 

５月１３日 ニホンカモシカのサキが第２子の雌を出産。 

こちらもツイッターで愛称募集を行い（カロ、サニー、タ

キネの三択）サニーに決まりました。１週間で、２２７１票

の応募がありました。 

              これまでも、園で生まれた動物の愛称を投票箱に投票してもらっていましたが、 

（約１０００票の投票）ツイッターでの応募数が多かったことは、「休園中でも参 
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加してもらいたい、より多くの方に参加してもらいたい」というねらいを達成で

きました。 

５月１８日 動物園再開。はちゅうるい館は閉館を継続。 

５月２５日 緊急事態宣言を全国で解除。 

５月２９日 はちゅうるい館を開館。 

 

キリンの子供ハグミのギプス装着について 

  ４月９日に生まれた子供は、朝、飼育舎に来た飼育係が母メグ

ミと同室のカナの間に座っている状態で確認しました。両後肢の中足

骨と指節骨が逆に曲がっている先天的な異常がありました。関節を固

定するためにギプスをはめて人工哺育に切り替えました。ところが、

４日目に立ち上がり、母親の授乳をしているのを確認し人工哺育は終

了しました。しかし、ギプスだけでは、「固定しすぎる」「強度が足り

ない」などの問題があるため、５月１日に広島国際大学の山田先生に

装具を作ってもらうことを依頼しました。そして、５月２１日から装

具の開発を始め、そして Ver.3 で子供に合うものができ現在に至っ

ています（8 月 12 日に Ver.4 へ更新）。装具を作成するにあたり、

麻酔が難しいキリンに１０回ほど麻酔をかける必要がありましたが、

Ver.4 からは、無麻酔での脱着作業に成功しています。 

今後、成長と共に義足も変えていき、１年以内に外すのが目標です。 

 

２ 休園中の動物園の取り組み 

 ① ツイッターの活性化 

安佐動物公園のホームページから公式ツイッターを見てください。休園中の動物の様子な

どをこれまで以上に載せています。また、ツイッターでの愛称募集もしました。その結果、

５月（３０日間）のツイート数１３６件（その他の月３０～６０件）。新しいフォロワー（登

録者）数が１１２５人（その他の月１００～５００人）。ツイートの閲覧数３００万回となり

ました。 

  ② 公式 HP 内ブログの連載 

・「はちゅうるい館の仲間たち」シリーズ  A 技師（計１５回） 

・「忘れないでね、ハイラックスのこと」シリーズ   

H 技師（計６回）など、内容を充実させています。 

 

３ 閉園した動物園の現状 

  ① 各種イベントの中止・内容変更 

毎日動物解説・エサやりタイム・ライオンのエサやり・テンジクネズミのふれあい・ポ

ニー乗馬・バックヤードガイド・サンちゃんツアーは現在中止中。配布物や展示物も、基

本的には無人で。参加者が密集しそうなもの、外部との連携が必要な物は中止（警察署長

イベント・サマースクール・レクチャーなど）。 

  ② 接触や３密が避けられないサービスや施設の利用中止 

ぴーちくパーク内 わくわく広場、電動カート らくらくくん、動物科学館内「どうぶ

つとつなひき」など 

↑出産直後のはぐみ 

↑装具（Ver3）をつけたはぐみ 

↑休園中のツイートの例 
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  ③ HP や入退場門でのよびかけ （来園者への感染と熱中症への注意のよびかけ） 

  

４ ボランティア活動自粛の経緯（すでにお伝えしているので略します） 

  

５ その他の動物園の動き 

① 「ゾウの公開調教」の終了  

元々健康管理のためのトレーニングなので非公開では継続。

マルミミゾウ舎建設工事のための通行止め期間延長。 

（予定：令和 2 年 12 月頃まで） 

② シフゾウのアオイ（雌、１８歳）が６月２５日に子宮原発の腫瘍

による衰弱で死亡。 

③ ぴーちくパーク「ぼちゃぼちゃ池」を衛生管理上の理由で閉鎖（7/1～） 

④ はちゅうるい館の閉鎖 

はちゅうるい館老朽化に伴う多量の雨漏りのため、雨の日や雨の日の翌日などは閉鎖。 

  

６ 今後ボランティアさんにお願いしたいこと 

ボランティア活動をするにあたっての最優先事項は、新型コロナウイルス（COVID－19）

の感染対策です。 

 

   作業ボラのみなさんは 

    １．他のボランティアと距離が近い場合は必ずマスクを着用   

    ２．密集をできる限り避ける   

    ３．作業中の対面での会話をできる限り避ける 

    ４．熱中症予防のために適宜日陰などでマスクを外して休憩する 

 

   ガイドボラのみなさんは 

    １．解説時・来園者との距離が近い場所に行く時は、必ずマスクを着用 

    ２．解説者との距離の確保（１ｍ以上、できれば２ｍ） 

    ３．標本等の物品（解説道具）に来園者が触らないようにする 

    ４．解説者はフェイスシールドを着ける 

    ５．必要であればスピーカー貸出あり 

    ６．熱中症予防のため、適宜日陰でマスクを外して休憩をとる 

 

 どれだけ感染対策をしても感染を完全に防ぐことはできません。しかし、感染リスクを考えると 

感染対策を徹底して感染の可能性を下げることが重要です。感染対策の徹底が難しい場合は、活動 

を自粛する判断をしましょう。 

  このような時期だからこその大変さを感じました。重い言葉もありました。しかし、当たり前

の生活が当たり前に送れるよう、人と会える喜びを互いになくさないよう、一人一人ができるこ

とを確実に実行しましょう。                                        （記録：T） 

↑死亡したシフゾウの「アオイ」 
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ガイドグループのみなさまへ 
 9 月の予定 

  9 月 6 日（日） １０：００から動物科学館２F ホールにおいて研修  

          研修の内容は、「バックヤードの動物たち」、「他園に行ったあの子たちは

今？」などで検討しています。ガイドをしていて、お客さんによく尋ねられ

ることや、スポットガイドをする際に役立つ情報などについて座学または実

地研修しましょう。 

10 月の予定 

 10 月４日（日） １０：００～連絡会 

          １３：３０～みんなでガイド（スポットガイド）…そろそろできるでしょ

うか 

 

 

作業ボラ活動報告  

７月１６日（木） （参加者２１名） 

 花の塔のラベンダーを撤去し、ブルーサルビアを植えました。 

 ハウスにて、秋用のマリーゴールドの種まき（５００ポット） 

しました。 

 

 ８月１２日（水） （参加者１０名） 

  花の塔のゼラニウムが長雨のために痛みがひどくなり、急遽 

  ニチニチソウの苗を購入してもらい、植替えました。５０ポット 

  花の塔・ヒヒ山前の黄花マリーゴールドの花柄摘み、傷んだ株の 

植替えをしました。エントランスのゼラニウムの花柄摘み。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

作業グループのみなさんへ 

☆９月・１０月の活動日の連絡です。 

 ・９月５日・１９日（第一・三土曜日） 

 ・１０月３日・１７日（第一・三土曜日） 

＊９月はまだ暑い中での作業になります。コロナ対策・

暑さ対策の両方が必要です。 

 いずれの活動日も体調に不安がある場合など、無理を

されませんように。 

 

7/16 花の塔の花の入れ替え 

8/12 花の塔 ニチニチソウ 

マリーゴールドはたくましい 
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  写真ニュース 
今年は梅雨が長く、毎日毎日雨が降り続けました。梅雨が明けて、ホッとしていたらもう８月に

なっていることにびっくりしたのは私だけでしょうか。そんな私に、Sさんから写真が届きました。 
「なんの写真ですか？」 「ナイトサファリよ！」 「えっ？！もう始まっているのですか？」 
なんと！ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

（報告：S） 
＊連日猛暑ですが、夜の動物園でお客さんがゆっくり楽しんでいただけますように＊ 

 

ナイトサファリ 
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＊活動報告 

・７月２６日（第４日曜日） 10：00～14：00 

      休みの間に「ビワの葉」で染めた羊の毛を解しました。６月に洗った毛もぼちぼち解

して出番があれば、いつでも出せるよう準備していきます。 

   

＊９・１０月活動予定 

  ‣ ９月２７日（第４日曜日） １０：００～１４：００ 

  ‣１０月２５日（第４日曜日） １０：００～１４：００ 

               洗った毛を解す予定。 

    

 

 

 

 

★羊たちのいるわくわく広場も、現在は入れません。飼育員さんにお聞きすると、ヤギたち

は子供たちにブラッシングしてもらえなくてかゆがっているとか・・・ 

ひつじ村は、原則、毎月第４日曜日、安佐 ZOOのどこかで村開き。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
お茶だけでも OK、住民登録随時受付中！ 

ひつじ村から・・・
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◎動物園ニュース 
☆盛岡市動物公園から「ヒョウモンガメ」「ショウガラゴ」「サカツラガン」が来園 
7 月 20 日に岩手県にある盛岡市動物公園からヒョウモンガメ 2 頭、ショウガラゴ 3 頭、サカツラ

ガン 3 羽が搬入されました。それぞれ既に、当園の個体と同居して展示しています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
☆新型コロナウィルスの影響 
新型コロナウィルスの感染拡大防止のため、以下の通りイベントや一部サービスを中止します。 
 
【利用中止の施設・サービス等】 期間：当面の間 
・ぴーちくパーク内 わくわく広場（わんぱく砦の一部を含む） 
・電動カート ラクラクくん 
・その他「3 つの密」につながる可能性のある施設・サービス等の一部 
 

【中止するイベント等】 期間：9 月末日まで（予定） 
・まいにち動物解説 
・エサやりタイム（カワウソ、ヒヒ山） 
・ライオンのえさやり 
・ポニー乗馬 
・テンジクネズミのふれあい 
・バックヤードガイド 
・サンちゃんツアー 
・なかよし動物教室 

 
とりあえずはこの対応ですが、中止を延長する可能性もあります。詳しくはホームページもしくは企

画広報係までお問い合わせください。 
 

 
 

来園したヒョウモンガメ（左上）、ショウ

ガラゴ（左下）、サカツラガン（右） 

 


