
動植物園 どうしょくぶつえん

Fukuoka Zoo & Botanical Gardens’ Magazine

動物サポーター会員募集

交通アクセス
もよりのバス停

博多駅方面から
バス停「博多駅前 B」から58 番バスで約20分
（土・日・祝 約 20 分おき）

天神方面から
バス停「天神協和ビル前（10）」から56・57番バスで約20分
（土・日・祝　約10分おき）※57 番は「動物園前」を経由しません。

（動植物園口）（動植物園口）地下鉄ご利用の場合
地下鉄七隈線「薬院大通駅（動植物園口）」下車 2番出口
徒歩で 15 分またはバス停「薬院大通り」から
56・57・58 番バスで約6分
（土・日・祝　約10分おき）
※57番は「動物園前」を経由しません。

西鉄電車ご利用の場合
西鉄天神大牟田線「薬院駅」下車南口
バス停「薬院駅前」から
58番バスで約10分
（土・日・祝　約20分おき）

動物園

植物園

正門「動物園前」（56・58番）
西門「上智福岡中高前」（56・57・58番）
「小笹団地正門前」（56・57・58番）

（総合案内所）

動植物園だより第 126号  令和3年3月発行

開園時間 9：00～17：00（入園は16：30まで）
休 園 日 毎週月曜日

大人600円（480円） 高校生300円（240円）、
中学生以下無料 （）内は30人以上の団体料金

動物飼育数

哺乳類
鳥類
は虫類
合計

動植物園ホームページ
https://zoo.city.fukuoka.lg.jp

・・・・38種201点
・・・・・・56種189点
・・・・・11種42点

・・・・・105種432点

温室
野外
合計

・・・・・・・1,240 種
・・・・・・・1,400 種
・・・・・・・2,640 種

（2021年1月末現在）
植物展示数
（2021年1月末現在）

※障がいのある方、福岡市・北九州市・熊本市及び鹿児島市居住の65歳以上の方、
「動物サポーター」、「植物園友の会会員」は無料。
（学生証、障害者手帳、シルバー手帳等をご提示ください。）

（祝日の場合はその翌日）、年末年始（12/29～1/1）
※令和3 年3月29日（月）は開園します。

TEL 092-531-1968 動物取扱業者標識
氏　名 福岡市長　

髙島宗一郎

福岡市中央区
南公園1番1号

動管第 E2902061号

令和 4年7月3日

福岡市動物園

展示

平成19年7月4日

山﨑 理恵子

所在地

登録番号

有効期限

名　称

種　別

登録
年月日
動物取扱
責任者

〒810-0037 福岡市中央区南公園1番1号

土・日・祝日は大変混雑しますので公共交通機関をご利用ください。

動物サポーター特典

寄付金

問い合わせ
福岡市動植物園総合案内所 092（531）1968

「福岡市植物園 一人一花友の会」会員大募集

だより 動物サポーターとは、皆様に動物たちのエサ代などを支
援していただくことにより、動物園で飼育されている動物
に、より親しみを持っていただくための制度です。会員期
間は入会日から1年後の月末までです。

令和３年４月から「福岡市植物園友の会」は新しい特
典が加わり「福岡市植物園一人一花友の会」に変わり
ます。※入園記念スタンプ8個で花鉢プレゼントは終了。

個人様 一口 1,500円以上 企業・団体様 一口 50,000円以上
個人様 2,000円以上 企業・団体様 50,000円以上

・登録証（年間パスポート）の発行
・動植物園だよりの配布（2,000円以上）
・サポーター限定のイベントに応募できます（2,000円以上）

寄付金 いただいた寄付金は園内花壇の花苗購入などに充てさせていただきます。

「植物園友の会」入会特典

問い合わせ 福岡市植物園 092（522）3210

・会員期間中は動植物園入園料が無料
・会員限定の催しの参加や、花苗のプレゼント（抽選有）
・園芸講座の当選確率アップ
・植物園内売店・レストランでの割引等（動物園は除く）
・動植物園だよりの配布
・一人一花サポート制度の利用申込ができます。

発行 /（公財）福岡市緑のまちづくり協会 
〒814-0001 福岡市早良区百道浜 2 丁目3-26（福岡タワーセンタービル 2 階）

TEL 092-822-5835

〒810-0037 福岡市中央区南公園1番1号
編集/福岡市動植物園

〒812-0004 福岡県福岡市博多区榎田1丁目3番23号
制作/アド印刷株式会社

TEL 092-531-1968（総合案内所）

TEL 092-472-9871（代表）

入 園 料

みほん

（公財）福岡市緑のまちづくり協会
福岡市動植物園

vol.126
令和3 年

春夏号

動物サポーター報告
たくさんの方に登録いただき、心より感謝いたします。寄付金は動物のエサ購入費に充てさせていただきました。今後とも皆様のご支援をよろしくお願いいたします。
企業サポーター（10万円以上 令和3年1月現在）　森田法律事務所　キリンビバレッジ（株）　プロタイムズ・ジャパン　（株）マインド　（株）三好不動産　パンダタクシー　（株）八ちゃん堂　
三井住友トラスト不動産（株）　AQUA　one zoo　（株）エルテックス・ヨシダ　（株）キッズプロモーション　明治安田生命 福岡マーケット開発部　樋口産業株式会社　福岡建材株式会社

登録者：6,041 件（個人＋企業） 寄付金総額：12,565千円平成31年度
動
植
物
園
は

鳥
た
ち
の
憩
い
の
場

※登録期限が2020（令和２）年4月末から2021（令和3）年4月末までとなっている登録証は、期限をそれぞれ2ヶ月間延長しています。

フクロウ（ヒナ）
野鳥ボランティア 坂本寛治さん撮影
福岡市植物園/2020年7月頃

植物園で野鳥観察！
宿根草の花壇づくり

相談員に質問！
動物相談員

シセンレッサーパンダ
高山に生息する木登り上手な愛嬌もの

緑の相談員

植物園
特集

特別
企画

知って守ろう

ミナミシロサイ
動物園
特集

みほん

みほん
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福岡市植物園は街の中にぽっかりあ
る緑地。コンパクトな敷地でたくさんの
種類の野鳥を観察できる稀少な場所
です。冬と春、年２回の野鳥観察です
が、この観察会をきっかけに野鳥への
興味を持っていただく方も少なくあり
ません。
機会があれば、ぜひご参加ください。

夏鳥として渡来し、高いクマ
ザサなどの茂る渓谷や斜面
にすみます。

コマドリ
主に北海道に夏に渡来し繁
殖します。渡りの時に九州にも
訪れ竹林などで見られます。

ノゴマ
冬鳥として林に群れで渡来
し、カバノキ科スギの種子を
食べます。

マヒワ
冬に本州以南にやってきて、
カエデ科やシデ類の種子を
食べます。

シメ

夏に本州中部以北の山地の
落葉広葉樹林に渡来します。
低木が多いところを好みます。

コルリ
夏鳥として九州以北の低地
の落葉広葉樹林に渡来。梢
や枯れ枝にとまっています。

オオルリ
四国や本州中部以北の高い
山、針葉樹林で繁殖し低木の
茂みにいることが多いです。

ルリビタキ
九州以北の低地～山地で繁
殖します。冬期には暖地や低
地に移動するものがいます。

イカル 講師の方々がセッティングしてく
ださり、望遠鏡で野鳥を見るこ
ともできました。

帰ってきて、3班で観察できた鳥
を紹介しあいます。班でも違う発
見があります。

九州以北の低地～低山で繁
殖します。市街地や農耕地、
公園などでも見られます。

カワラヒワ
九州以北の深い林にいます。
低い声でボボー、ゴロスケホ
ホーと鳴きます。

フクロウ（ヒナ）
秋に通過する旅鳥で、低山地、
平地の林に渡来し、市街地や
公園でも見られています。

エゾビタキ

「ツキヒホシホイホイホイ」と特徴
的なさえずり方をします。名前は、
鳴き声が月・日・星、すなわち三光
に聞こえることに由来します。

夏鳥として山地
に渡来します。
黄と黒と白の美
しい小鳥です。

冬鳥として渡来。年によっては
何十万羽という大群が渡来
し、電線に並んでとまります。

アトリ

野鳥のために水場を増やすなど
環境を整えていきたい。

植物園は野鳥を観察するのに
とてもいい環境です。

もう20年以上、植物園で野鳥を観察し
ています。山や森などでも野鳥を観察し
ますが、植物園は特別。都会の中の豊か
な緑の中に多様な生物が見られ、野鳥
を観察するのにとてもいい環境です。
渡り鳥たちも木々や水場のおかげでここ
で羽を休めるんでしょう。これからも野
鳥のための環境を考え、活動、観察して
いきたいと思います。植物と同じように野
鳥との出会いもお楽しみください。

植物園野鳥ボランティアは2020年にあらたに結成されたボラ
ンティアです。野鳥のための環境づくりや野鳥の写真展示など
を行っています。長年植物園で野鳥観察を行ってきた有志の
方々がメンバーとして活動しています。

植物園

春・夏の野鳥 秋・冬の野鳥

で

植物園 野鳥ボランティア

福岡市植物園は、年間を通して野鳥が見られる
稀少な場所です。
野鳥ファンの方には「野鳥の宝庫」とも
呼ばれています。
植物を楽しみながら
一緒に野鳥も探して
みませんか？

サンコウチョウ

ヤマガラ

キビタキ

日本野鳥の会 福岡支部
支部長 小野 仁さん

植物園
野鳥ボランティア
権田 洋子さん

植物園
野鳥ボランティア

写真家
坂本 寛治さん

まずは双眼鏡の使い方をレク
チャー。植物園から貸し出しをし
ました。いざ野鳥観察へ！

さっそくヒヨドリを発見！ほかに
もモズ、ツグミ、イカルなど3班で
１５種ほど観察できました。

！

観察会が身近な自然や
野鳥に興味をもつきっかけに

植物園で鳥の観察をしながら写真を
撮っています。飛行機など、飛ぶものを撮
影するのが元から好きでしたが、今は鳥
を撮り続けています。山などではだいぶ
歩いてやっと野鳥に出会えますが、植物
園だと少し待つと数種類見ることができ
ます。昨年12月、紅葉樹園にバードバスを
設置しました。設置してすぐたくさんの野
鳥が集まり、野鳥にとっても、観察する身
にとってもよい場所ができました。こうい
う場所を増やしていきたいですね。

  野鳥観察
野鳥観察会2020.12.13
この日は冬の野鳥観察会。3班に別れて観察をしました。

2020年12月に設置

1 2

3 4

紅葉樹園の
バードバス

講師

2 1
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宿根草とは、開花・結実後も根を残
し、毎年花が咲いて実をつけることを
繰り返す多年草です。育てていくうち
に年々株が大きくなっていきます。育
成期が終わると地上部が枯れ、根だ
けが残る落葉性と、地上部の葉も残
る常緑性があります。大規模な植替
え作業をしなくても数年は花を咲か
せ続けます。

花壇

花壇ボランティア
活動レポート

植栽後、年々株が大きく成長する宿根草。
咲き終わった花の姿や、種の形なども風景の一つとして楽しむことができる
宿根草の花壇を目指した、植物園の取り組みをご紹介します。宿根草の

針葉樹花壇

ト部 仁美さん

「朽ちていく様子も植物の生の表現。
環境も含めて楽しむことを想定してつくっています。」

宿根草とは…？

園路沿いの一年草花壇の一部を、宿根草花壇へ本
格的に転換したのは2020年春から。多種多様な宿
根草の性質を知り、季節ごとの変化を想像しながら
配置を行うには経験が必要です。
現在、宿根草花壇のデザイン・管理を行っている卜部
仁美さんは、ハウステンボスなどで宿根草花壇管理
の経験を持ち、各地のガーデナーとも宿根草に関す
る情報交換を行っているそうです。卜部さんにデザイ
ンのポイントや宿根草花壇の魅力をお聞きしました。
「針葉樹花壇は全て宿根草でデザインするのでは
なく、枯れても姿を保つ一年草の百日草ジニアなど

も交えて華やかさを出しながら、周辺の植栽との調
和も意識しました。オランダ、イギリスなどからブーム
となった宿根草を主体としたガーデンデザインは、日
本各地でもムーブメントとして広まっています。咲き
終わっても、種をつけて枯れるにまかせ切り戻さずに
放っておくことで、その環境を楽しむという考えを持っ
てデザインしています。
植物だけでなく、その場所にある光や、通る風も花壇の
一部として、朽ちていく様も、自然をそのまま体感でき
ます。天気や季節、日々の変化がそのまま楽しめる花壇
です。ぜひ移り変わりを見ていただきたいです。」

12月13日（日）に展望台前の宿
根草花壇をボランティアのみな
さんと植え替えました。福岡市
緑のコーディネーターや西日本
短期大学緑地
環境学科の
学生のみな
さんにご協
力いただき
ました。

オミナエシ

針葉樹花壇

鉢植えや花壇に植えてい
く為に仕分けます。

用意したたくさんの植物
たちは約30種類。

ご協力いただきありがと
うございました。

宿根草花壇
デザイン・管理担当

づくり
市民花壇

ガイラルディア

4 3
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2020年

春

2020年
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散策カレンダー植物園

春夏に楽しめる花 は々数百種ありますが、
3月から9月まで園内で見ることができる代表的な花々の見頃を紹介します。

和名
ヒスイカズラ
サクラ：ウコン
サクラ：カンザン
チャンチン（新葉） 
ハナイカダ
ツツジ：キリシマツツジ
ツツジ：クルメツツジ
ハンカチノキ
トチノキ
ヒトツバタゴ
バラ（春）
ユリノキ
月下美人・しだれ月下美人〈開花調整〉
トケイソウ
アジサイ各種
スモークツリー
ハカタユリ
オオマツヨイグサ【夜咲き】
ハンゲショウ（葉）
ジャカランダ
クチナシ
ヒマワリ
アメリカフヨウ
サルスベリ
オオオニバス【夜咲き】
サガリバナ【夜咲き】
ナンバンギセル
ヒガンバナ・シロバナマンジュシャゲ

4月 5月 6月 7月 8月 9月

QRコード

植物園
イベント情報

ヒスイカズラ

ユリノキバラ（春）

ハカタユリ

ハンカチノキ

ハンゲショウ（葉）

ヒマワリ

SNSでも情報発信中！

植物園内に隠れた『不
思議の国のアリス』の
キャラクターを探すク
イズラリーを開催しま
した。参加者にはアリ
スにちなんだ植物のコ
レクションカードをプ
レゼントしました。

10～11月「不思議の植物園のアリス」
クイズラリー 絵の具や千代紙を使って

ひょうたんの表面を飾り、オ
リジナルのひょうたんを作る
体験教室です。素
敵 な“ マイ
ひょうた
ん”がたく
さんでき
ました。

11月 マイひょうたん
づくり体験教室

秋から冬に開催された
イベント イベント

トピックス

春から秋に開催予定のイベント

12月13日（日）から2
月末までの日祝日に
「焚火（たきび）の時
間」を開催しました。
園内の管理作業で出
た樹木の剪定材を活
用した焚火でみんな
暖まりました。

毎年秋に植物園で開催していた一人一花サミットが今年
はオンライン化！11月から継続して開催中です。３Dバー
チャル植物園をはじめとした、さまざまなコンテンツを
WEBで楽しめます。詳しくはWEBサイトをチェック！

12～2月 焚火（たきび）の時間

オンライン一人一花サミット

詳しい日程は植物園HP、イベントガイド等をご覧ください。

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止、変更となることがあります。
※園芸講座・体験教室は事前申込制・有料の場合があります。

緑の解説員による旬の植
物ガイドを行いました。
干支の丑にちなんだ植物
や新春にふさわしい縁起
の良い植物などを観察しま
した。

1月 旬の植物ガイド

※気候により時期のずれがあります。　
※夜咲きの植物は『夜の動植物園』開催時におすすめしています。
※破線は1日花ですので，タイミングがあえば見ることができます

サクラ：ウコン

アワード
花と緑があふれるまちづ
くりに大きく寄与された
方々を表彰させていただ
いています。

トークセッション
テーマは「ウィズコロナ時
代の「花による共創のまち
づくり」の展開について」
動画をみることができます。

お楽しみコ
ンテンツがいっぱい

ワークショップ
「多肉植物と多年草植物
の寄せ植え」など、ワー
クショップの動画をみるこ
とができます。

NO FLOWER,NO LIFE
様々な分野で一人一花運
動や、花と緑があふれる
まちづくりに関わるニュー
スをみることができます。

シアター（　　）
ぐるぐるグリッピ グリッピ
といっしょダンスなどのご
紹介。覚えて一緒に踊って
みませんか？

ポットワークショップ
カンタン寄せ植えなど自宅
や地域でやってみたくなる
動画を配信しています。

ステージ
イベント

（共催）令和2年度全国鉢物類
振興プロジェクト

春のバラの手入れと管理
押し花教室前期（連続6回）
ハーブの効用①
写真基礎講座（連続4回）
プチ盆栽づくり
春の庭木管理
フラワーアレンジメント基礎講座①
ボタニカルアート入門（連続6回）
夏のバラの手入れと管理
植物ってこんなにおもしろい2021①
ウチョウランを育ててみよう
寄せ植え講座①
ハーブガイド
ハーブの効用②
植物ってこんなにおもしろい2021②
食虫植物の不思議（小4～小6）
親子体験教室（葉脈標本づくり）
植物ってこんなにおもしろい2021③
春の野鳥観察会
植物観察会【バラ】
旬の植物ガイド（6月）
旬の植物ガイド（7月）

4月

5月

6月

7月

8月

園
芸
講
座
&
体
験
教
室

4月
5月
6月
7月

観
察
会

こどもスケッチ大会
春の茶会
春のバラまつり
ハーブまつり
夜の動植物園
スコール体験
オオオニバス試乗会
セントポーリア展
押し花教室受講者作品展
ひょうたん展
サボテン・多肉植物展
春の野鳥写真展
春の盆栽と山野草展
クレマチス展
春のばら展
花と緑のまちかど写真コンテスト入賞作品展
ウチョウランと山野草展
写真基礎講座受講者作品展
こどもスケッチ大会作品展
アサガオ展
秋の野鳥写真展

8月

4月
5月

3月

イ
ベ
ン
ト

展
示
会

4月

5月

8月

7月

6月

instagramtwitterFacebook

キリシマツツジ

アメリカフヨウ
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動物相談員 緑の相談員

相談員  に質問！

植物が元気になった報告が嬉しいです。

緑の相談員
小代 文明さん
好きな植物
ダイモンジソウ
ユキワリソウ
交配による変異が

面白い

相談員の仕事をはじめて7年になりま
す。窓口やメールでも受け付けています
が、電話での相談や質問が多いです。
相談員をしていて嬉しい瞬間は具合の
悪くなった植物などの相談をうけて後
日、回答によって回復して元気になったな
どの報告を受けた時。少しでも相談され
た方の力になることができて嬉しいなと
思います。気をつけているのは「わからな
いことはわからない」ということ。この世
には私が知らないことがあるという自覚
です。是非お気軽にご相談ください。

「相談してよかった」の声にやりがいを感じます。

緑の相談員
吉積 正孝さん
好きな植物
バラ

以前、緑の解説員をしていた経験を生
かせればと、今は相談員としてみなさ
んの植物相談や質問にお答えしてい
ます。気をつけていることは、正確に、
適切に、わかりやすく丁寧に回答・対応
することです。そのための学習に努め
るようにしています。やりがいを感じる
のは質問された方の「わかりました」や
「相談してよかった」という声をいただ
いた時。相談窓口には図書コーナーも
設けています。是非ご活用ください。

どうぶつデスク
電話
場所
時間

092-521-2556
動物情報館ZooLab
9時～16時３０分

：
：
：

ZooLabの窓口とお電話で動
物に関しての質問を受け、お
答えしています。園内の動物
のこと、野生動物や野
鳥についても。

緑の相談所
電話
場所

092-522-8100
緑の情報館1階
：
：

窓口、お電話、メールで緑に関す
るご相談に対応しています。
無料の図書コーナーもあり
ます。

キリンはどうやって眠るの？Q
A  野生のキリンはライオンなどの多くの敵
がいるのですばやく動けるように、たっ
たまま眠ります。動物園ではそのよう
な敵がいないので座って頭を背中の
方へむけて休むこともあります。また、キ
リンは睡眠時間が短い動物のトップク
ラスで、1～2時間だといわれています。

カワウソはロープで遊ぶのが好き？Q
A  カワウソは本来好奇心が強い動物です。手先が器用
で、棒切れや木の葉など、いろんなもので上手に遊びま
す。また、咬む力が強いので園内ではロープをくわえて回
転するなどしてよく遊んでいます。

オスのオランウータンの
顔の出っ張りはなんですか？
Q

野鳥のヒナを見つけました。
どうしたらよいでしょうか？
Q
A   多くの野鳥は、春先から夏にかけて子
育てをしています。ヒナのそばには、姿が
見えなくても親鳥がいますので、そっとし
ておきましょう。車が多く通る道など危
険な場所にいる場合は、近くのしげみや木
の上など安全な場所においてください。

相談員はどんな仕事ですか？Q
AA窓口や、電話、メールにて、植物についての相談や質
問にお答えしています。植物の種類や名前の特定、育て
方の相談もあります。最近ではスマホの画面をみせてい
ただいての確認などが多くなってきましたが、依然電話
での質問も多いです。電話での質問はまるでナゾナゾの
よう。特定できて、質問者に納得していただいたときは
本当に嬉しいですね。

困った相談はありますか？Q
AA   植物名を聞いても「すぐにはわから
ない」ことがあります。別名や地方
名、販売して間もない新品種、外
国の植物などです。植物の特徴を
よく聞いて回答しています。園芸店
にもよく足を運んで新しい植物情
報を得るようにしています。

意外だった植物はありますか？Q
AA ウメの幹からバラが咲いたという相談がありました
が、幹の潜伏芽（休眠芽）が開花したものでした。
［吉積さん］

AA 写真が送られてきた岩のような盛り上がりがラクウ
ショウ（落羽松）の膝根でした。（膝根とは本来地中にある根
の一部が地上に出る呼吸根の一種）［小代さん］

ミドリガメ（ミシシッピアカミミガメ）が
飼えなくなって引取り先を探しています。
Q
A   ペットは原則生涯飼育をお願いします。
ミドリガメは外来生物で、野外に放すと
本来の生態系に影響を与えるので絶
対にやめてください。引取り先はイン
ターネットでペットの里親探しに載せる
など飼い主の責任で探してください。

カラスが登校中の児童に
攻撃をしてくるのでどうにかしたい。
QA  オランウータンのオスの顔の出っ

張りは「フランジ」（別名：頬だこ）と
呼ばれています。彼らが行動す
る広い森の中で一番強いオス
だけにこのフランジがあります。
この強いオスがいなくなると次の
オスの顔の出っ張りが発達してき
て1年以内に立派なフランジがあるオス
となるそうです。（フランジに骨はありません）

A カラスは春～初夏にかけて高い木の上などで巣作り
し子育てをしますが、たまたま通学路の上に巣作りして
いる場合は威嚇してくることがあります。その時期は通
学路を迂回する、ヘルメットをかぶるなど対策をとること
をお勧めします。

動物園、植物園に常駐している　　　　それぞれの相談員へのQ&A！

印象的な出来事はありますか？Q
AA　スマホでバラの蕾を食べている幼虫の
種類について質問をうけたことがあり
ます。現物持参ができればとお願い
しましたが同定に至らずそのまま幼
虫を飼育して蛹化・羽化させて「ルリシ
ジミ」の幼虫と分かり、質問者に1ヶ月遅
れて正式に回答したことがありました。

最近増えている質問は？Q
AA「庭木の剪定をお願いする業者の紹介」でしょうか。
高齢化により、自分で剪定することが難しくなっている
方が多いようです。「福岡市造園建設業協会」や「福岡
県造園協会」などがあることをご紹介しています。

キノコは植物ではないのですか？Q
AAキノコは植物ではありません。ここは緑
の相談所ですが質問のように「キノコ」

の相談がくることがあります。キノコは、動
物と植物のどちらにも分類することができ
ない菌類であり、植物とは栄養のとり方や
増え方が違うものなのでここでは残念な
がらお答えすることができません。

アミメキリン
ニコ（オス）

ミドリガメ
（ミシシッピアカミミガメ）

巣立ち直後の
メジロ

ルリシジミ

オランウータン
ミミ（オス）

お答えした後の「わかった！」の笑顔。
飼育員を退職した後に相談員として8
年以上勤務しています。質問に回答する
こともですが、保護動物の対応説明、専
門機関へ紹介なども行います。やりがい
は、来園者の方とのふれあいや言葉のコ
ミュニケーション。お答えした後の「わかっ
た！」の笑顔が嬉しいです。ある小学生
が、野山で見つけた動物の骨を標本にし
たいと相談に来ていましたが、高校生に
なり、標本について表彰されたと伺って
嬉しく思いました。
どうぞお気軽にお尋ねください。

動物相談員
齋藤 政勝さん
好きな動物
ゴリラ

飼育員の時担当した
ことはありませんが
気になる動物です。

野鳥についての質問も多いんですよ。

動物相談員
安河内 清文さん
好きな動物

窓口やお電話で、動物に関しての質問に
お答えするのが動物相談員の仕事です。
動物もたくさんの種類がいてそれぞれ
に専門家がいるほど複雑ですので、すべ
てお答えできるわけではありませんが、
誠意を持って対応しています。野鳥の質
問も多くいただきます。口頭で伺った特
徴で種の推定をし、後日「その通りだった」
と写真を送っていただいたことがあり、嬉
しかったですね。顔なじみのこどもたちが
声をかけてくれるのも嬉しいです。
ぜひ気軽にご質問ください。

爬虫類
（ヘビ・カメ・トカゲ）
超省エネルギーで
飼いやすいから

様々な品種名、花色、
花形、香りがあり
気品を感じます。

福岡市造園建設業協会

福岡県造園協会
092-711-9760
092-632-3282

沖縄の方言で
「アカバナー」は
ハイビスカス

shokubutsuen.HUPB@city.fukuoka.lg.jpメールでのお問い合わせはコチラ▶
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元気で快活だけど、慎重なところも。
未来が明るくなるように「ミライ」と
名付けられました。

サイに毛があるのは尻尾の先と耳
だけ。皮膚との違いを観察してみ
てください。

皮膚はあらゆる動物の中でも最硬
といわれていて、肉食獣の爪や牙
を容易には通しません。

サイの角（ツノ）は骨ではなく髪や
爪、皮膚などと同じ組織。折れて
も生えてきます。

オスのミライの1日分のエサがこち
ら！主食は複数の種類の干し草と
青刈り。栄養価やサイたちの好み
により決めています。

高額で取引される角を狙った密猟や、都市開発による
森林伐採・農地転換で、サイの命や繁殖・生活の場が
脅かされています。これを機会にぜひみなさんもサイに
ついて調べてみてください。

ミナミシロサイ担当
濵田 美咲さん

来園時からミナミとミライを見守って
います。当初、オスのミライは運動場に
出るのも警戒してましたが、今では元
気いっぱい走り回っています。メスのミ
ナミはおっとりした性格で、２頭はとて
も仲が良く、よくじゃれ合って角を合
わせています。この角合わせが日に
よっては激しすぎて傷になることもあ
り、コミュニケーションのひとつだと分
かっていてもヒヤヒヤしてしまいます。
ミナミは「クリッカー」というカチッと音

を出す道具を使ったトレーニングをし
ています。クリッカー音と同時に大好
きなブラッシングをして、音が鳴ると
良いことが起こると認識させていき
ます。このトレーニングを繰り返して応
用することで望ましい行動へ導き、健
康管理や診察を行いやすくします。
今はまだこどもの2頭ですが、これ
からもっと大きくなります。2頭の成
長を工夫をしながら見守っていきた
いです。

おっとりしたメスの「ミナミ」と、敏感だけど元気なオスの「ミライ」
育ち盛りの2頭を見守っていきます。

クリッカー

知って守ろう知って守ろう

角
合
わ
せ
！

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

サ
イ
の
激
し
い

ミナミシロサイミナミシロサイ観察ポイント

特別ガイド名前募集 名前発表！
世界サイの日に名前のお披露目！

◀ミライ（オス）3歳

おっとりした性格。
「南アフリカ」から「南公園」
にきたから「ミナミ」はぴっ
たりの名前！

ミナミ（メス）3歳▶

ミナミシロサイ（奇蹄目 サイ科）サイはゾウの次に大きな陸上動物でシロサイ、クロサイ、インドサイ、ジャワサイ、
スマトラサイの全5種すべてが絶滅の危機にあります。シロサイの亜種ミナミシロサイは、体長330～420cm、体
重はオスで最大3,500kgにもなるサイ科最大種です。口は幅広く、背の低い草を食べるのに適しています。視力
は弱いですが聴覚は優れていて、筒状の大きな耳は全方位に向ける事ができます。

名前公募を行ったところ、2週
間で園内、インターネット合わせ
て1,919票もの応募をいただ
きました。たくさんのご応募、本
当にありがとうございました！！

職員一同頭を悩ませその中から2頭の名前を選び
ました！名付け親の方をご招待し、協賛のキューサイ
株式会社さまより記念品を贈呈しました。

様々な動物に
使用されます。

大好きなブラッシング中のミナミ。
トレーニングは複数人で行い、人
間によって差がないように対応し
ます。

特別ガイドも行いました。た
くさんのご参加ありがとうご
ざいました。

世界サイの日は WWF（世界自然保護基金）
南アフリカにより提唱されたものです。世界
各地の動物園がこの日に、絶滅の危機にあ
るサイの状況を訴えるために様々なイベント
を行っています。福岡市動物園でも、ミライ
とミナミの名前披露と一緒に、サイについて
まとめたリーフレットの配布と特別ガイドを行
いました。

2019.12.13 福岡市
動物園のミナミシロサイ

どうして絶滅の危機にあるの？

角を狙った
密猟

生息地の
減少と分断

耳の毛 皮膚 角

南アフリカ共和国から
来園！

リーフレットを配布

食べ物

各1トン近くある2頭のために
巨大クレーンを用意。サイが
入ったコンテナを1箱ずつ下ろ
して獣舎に運びました。

来園後、しばらくは寝室で過ご
していた2頭。部屋は違っても
声を出し合ってお互いを確認
し仲むつまじい様子でした。

素敵な名前を
ありがとう
ございます！

記念品の
贈呈

ブラッシング
体験

知ることは守ること。9月22日は「世界サイの日」

泥浴び 食事 添い寝

ミライとミ
ナミはとっても仲良し

10 9
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10月24日の「国際テナガザルの日」
に特別ガイドを開催。シロテテナガ
ザル「キナコ」の紹介やエサやりの様
子を見てもらいました。

10月 国際テナガザルの日
秋から冬に開催さ

れたイベント

クリスマスにちなんだエサのプレゼ
ントをしました。

12月 クリスマス
普段は入ることができない獣舎裏
を見学するツアーを行いました。
※動物サポーター限定企画
　（事前申込・抽選制・春、秋年2回）

11月 バックヤードツアー　
イベント
インフォメーション

動植物園の情報が見やすくなりました。

動植物園の紹介や、園
の取り組みなどを発信
していきます。

過去の動画は再生リストでご覧
いただけます。昔なつかしい映
像も併せてお楽しみください。

YouTubeに福岡市動植物園チャンネルを開設しました！

応募作品数528点（内、入賞25点）※学年は入賞時

11月「第45回児童および幼児動物画コンクール」
入賞作品展

応募作品数240点（内、入賞24点）

令和2年度はコロナ禍での開催にもかかわらず、例年どおりの
力作揃いでした。
ご応募くださった皆様、ありがとうございました。

11月「第43回福岡市動物園写真コンテスト」
入賞作品展

福岡市動物園情報こちらもチェック！

YouTube

最優秀作品
【日本動物園水族館協会 会長賞】
野村 おとさん（小5）

【福岡県知事賞】
山本 紗慧さん（小3）

【福岡県教育委員会賞】
青地 花さん（小5）

▲【園長賞】
「パパの愛」（撮影者：南 順子さん）

◀【推薦】
「なかよし」（撮影者：吉田 博己さん）

これまでは「福岡チャンネル」にて情報を発信していましたが、
福岡市動植物園の専用チャンネルを開設しました。

福岡市動植物園
Fukuoka Zoo & Botanical Garden

instagramtwitterFacebook

チャンネルのご登録を、どうぞよろしくお願いします！！

マレーバクの
「ユメコ」には
29歳の

誕生ケーキを
プレゼント！

これからもどんどん
発信していきます！

ハルマキが来園して１年以上経ちました。3頭が
うまく生活できるようにそれぞれを離したり、一
緒に過ごさせたりとトラブルにならないように対
応しています。３頭はみな個性豊かで、食べ物の
好き嫌いも様々。いろんなものを食べて欲しいの
で、試行錯誤しながら与えています。今は竹、りん

ご、蒸かした芋などが主な食べ物です。ハルマキ
はパンダ用のミルクを飲むこともあります。去年
の7月に新獣舎へ移動してから、ハルマキがよく
格子に登っている姿がみられるようになりまし
た。鋭い爪やしっかりした手足、無防備なお腹な
ど、ぜひ観察してみてください。

獣舎を自由に登る姿がスパイダーマンのようなハルマキ。
引っ越して手や爪、お腹など、観察できるポイントもふえました。

ハルマキ（メス）

シセンレッサーパンダ（食肉目レッサーパンダ科）

リンゴが大好きで、リンゴを
食べているときはいくら触っ
ても怒りません。

性格はやさしくおっとり。眠
い時に大好きなリンゴをあ
げても寝続けることも。

2020年1月6日に千葉県の
市川市動植物園からやって
きました。

マリモ （メス）
2008.6.24 生まれ

ノゾム （オス）
2012.7.5 生まれ

ハルマキ （メス）
2016.7.16 生まれ

食べ物飼育員おすすめ！新獣舎での観察ポイント

ハルマキは2020年1月に来園
来園すぐの
初 し々い
ハルマキ。

以前の獣舎でも
アクロバティックに
動きまわっていた
ハルマキ。木登りも
上手です。

笹のほかに、蒸かした芋やりんごなどの果
物、人工飼料のペレットも食べます。

登れる所がたくさんあり気
に入ってくれたようです。

下からお腹を仰ぎ見るこ
とができます。

丸太に身を委ねてリラック
スしている姿も。

シセンレッサーパンダ担当
藤野 正和さん

標高1,800m～4,000mの竹の多い林に棲み、竹やタケノコを
始め、木の葉やドングリ、果実、小動物などを食べます。木登りが
得意で、一日のほとんどを木の上で過ごします。

リラックス お腹 木登り

シセン
レッサーパンダ
高山に

生息する 木登り上手な愛嬌もの

みんな
笹やリンゴが
すき

福岡市動
物園のシセンレッサーパンダ
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ツシマヤマネコの日特別ガイド ツシマヤマネコ巾着を作ろう 生き抜け！ツシマヤマネコすごろく

ガイドでは、野生のツシマヤマネコの現状
や、園内での出産時には、24時間体制で見
守ることなどをお話ししました。

アレンジをいれつつ、思い思いのヤマネコ巾
着が出来上がりました。ご参加ありがとう
ございました。

ヤマネコのハードな一生をモチーフにしたすご
ろくのコマを作ってもらいました。ぜひお家で
すごろくに挑戦してください。

コマは
手作り！

乳酸菌飲料で割ったものが
お気に入りでした。

ハチミツを混ぜて少量ずつ与
え、徐 に々慣れてもらいます。

チャチャ丸に牛骨をプレゼントすると、最初はいつもと違う雰囲気に警戒していましたが、
牛骨をざらざらした舌でなめたり咬んだりと楽しんでいました。短時間で食べてしまうこと
の多い普段のエサよりも、長くエサの時間を楽しんでくれたようです。

ヨーグルトに混ぜて筒状のエサ
入れで与えました。

青汁を混ぜた寒天で、健康を
願い「長寿」とデコレーション！

ミナミシロサイ「ミライ」と「ミナミ」の命名イベント協賛の
キューサイ株式会社さまより動物たちへ青汁をいただきました。
ミナミシロサイ「ミライ」と「ミナミ」の命名イベント協賛の
キューサイ株式会社さまより動物たちへ青汁をいただきました。
ミナミシロサイ「ミライ」と「ミナミ」の命名イベント協賛の
キューサイ株式会社さまより動物たちへ青汁をいただきました。

牛骨のプレゼント

ほかの肉食動物たちにも牛骨のおすそわけ！

あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
し
た
！

「ヤマネコ祭2020」
ツシマヤマネコは対馬だけに生息する「野生のネコ」。1970年代まで
は、島の全域に分布していましたが、過去40年間で4分の1まで数が
減っています。減少の原因は、交通事故、暮らせる場所の減少、イエネ
コから病気をもらうなど様々です。福岡市動物園では1996年から、
繁殖に取り組む一方、ツシマヤマネコの現状や、保全の取り組みなど
を知ってもらうため、毎年ツシマヤマネコの別名「とらやま」にちなんだ
ヤマネコの日「10月8日」前後に、ヤマネコ祭を開催しています。

展示個体としても活躍
し、大勢の方から可愛
がっていただきました。

動物情報館ZooLab 動物園
トピックスCBCテレビにて放送された「ZOO-1グランプリ」で、

「チャチャ丸」がイケメンライオン部門でグランプリに！
賞品は、牛骨20本！CBCテレビさま、ありがとうございました！
たくさんいただいたので、ほかの肉食動物にもおすそわけしました。

CBCテレビにて放送された「ZOO-1グランプリ」で、
「チャチャ丸」がイケメンライオン部門でグランプリに！
賞品は、牛骨20本！CBCテレビさま、ありがとうございました！
たくさんいただいたので、ほかの肉食動物にもおすそわけしました。

CBCテレビにて放送された「ZOO-1グランプリ」で、
「チャチャ丸」がイケメンライオン部門でグランプリに！
賞品は、牛骨20本！CBCテレビさま、ありがとうございました！
たくさんいただいたので、ほかの肉食動物にもおすそわけしました。

青汁のプレゼント

福岡市動物園で
生まれ、

今年度移動した
ヤマネコたちを
ご紹介

「あおば」（オス）
西海国立公園
九十九島動植物園
へ移動
2018.5.4生まれ

あおば同様、展示個体と
しても活躍。名前の通り
「幸せ」を祈っています。

「こう」（オス）
よこはま動物園
ズーラシア
へ移動
2019.4.15生まれ

ツシマヤマネコの現状や、保全の取り組みを
知ってもらうため、様々なイベントを開催！

2009.5.12生まれ
（福岡市動物園生まれ）
高齢になってきまし
たが元気です。怖が
りな性格です。

公開中の
「こまり」（メス）

ミミ（オス）コナツ（メス）

オランウータン マレーグマ ツキノワグマチンパンジー

ライオン アムールトラ ヒョウ

サニー（オス） ハナコ（メス）

栄養
たっぷり！

ヨーグルト
と混ぜて…

特製
フィーダー

敬老の日イベント
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ライオン

チャチャ丸（オス）

ネネ（メス） カイ（オス） ルナ（メス）

長い間可愛がっていただき、ありがとうございました。追悼  いままでありがとう 

新しい仲間たち

ホンドテン「タンタン」（オス）
2020.8.22 来園

ホンドテン「トントン」（オス）
2020.8.22 来園

パラワンコクジャク（オス）
2020.10.12 来園

人に慣れてはいま
せんでしたが、夕方
のお肉の時間をい
つも楽しみにして
いました。

チンパンジー
「コナツ」（メス）
年齢：推定43歳
2012.7.25 来園
2021.1.13 死亡

イベントでは控えめでした
が、穏やかで人懐っこく大勢
の皆さまから愛されました。

ホンドタヌキ
「クミ」（メス）
2009.11.21 来園
2021.1.13 死亡

シロエリオオヅル
「ゆうあ」（メス）
1977.11.7 来園
2020.10.6 死亡

1977年の来園以
降、約43年間可
愛がっていただき
ました。

積極的な
性格です。

タンタンと比べると
警戒心が
強いです。

冬毛の
タンタンとトントン

マレーバク
「ジュムリ」（オス）
年齢：24歳
2012.5.21 来園
2021.1.18 死亡

国内のオスのマレーバクでは、
最高齢の「ジュリ」に次ぐ長
寿でした。

オスの
尾羽には
美しい
青緑色の
斑紋が
あります。


