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平成２９年度実施イベントについて 

 

京都市動物園では，平成２８年度に実施しました「グランドオープン記念事業」に引き

続き，平成２９年度も多くの方に御覧いただけるよう，様々なイベントを実施しますので，

お知らせします。 
 

 

 平成２９年度実施イベントについて 

実施内容 

平成２９年 

４月 

 

 

(1)春の夜間開園 

 閉園時間を午後 8 時まで延長し，園内の桜をライトアップし夜間開園を実施し

ます。※ 入園は午後7時 30分まで  

平成29年 4月 1日（土），4月 2日（日） 

(2) ごはんですよ～！ 

動物たちがごはんを食べている様子を御覧いただけます。 

毎週土曜日，5月 1日（月），8月 14日（月），3月 26日（月） 

※ 4月から開始時間を変更しました。午前9時 50分～ 

(3) 野生動物学のすすめ（一部事前募集） 

 京都市と京都大学の「野生動物保全に関する教育及び研究の連携」を記念した 

イベントを開催します。一部は，青少年科学センター，京都府立植物園，京都水

族館との４園館による連携イベントとして開催します。 

平成29年 4月 15日（土），4月16日（日） 

５月 

(4)「ヒツジの毛刈り」 

 ヒツジの毛刈りの様子を御覧いただけます。 

平成29年 5月 14 日（日）※雨天中止 

(5)「どうぶつえん米を作ろう！」（事前募集） 

 「京都の森」の棚田で，京都精華大学の学生さんと一緒に田植えから稲刈り，

お米を収穫するまでを体験するイベントです。  

 平成 29年 5月 28日（日)，8月 13日（日），10月 1日（日），12月 3日（日） 

※ 募集期間等の詳細については，改めてホームページ等でお知らせします。 

６月 

(6)「ゾウさんとなかよし」（先着30名） 

先着30名の方にゾウへのえさやり体験をしていただきます。 

 平成 29年 6月 4 日（日）午後1時 30分～ ※ 午前11時から整理券配布 

(7)「一日動物園体験」（事前募集20名） 

 飼育体験や普段は入ることのできない動物病院等の施設を見学できる「一日動

物園体験」を開催します。 

 平成 29年 6月 11日（日） 

※ 募集期間等の詳細については，改めてホームページ等でお知らせします。 

(8)「バックヤードツアー」（先着30名） 

普段は入ることのできない，動物園のバックヤード（診療室や調理場等）をご

案内します。 

 平成 29年 6月 18日（日）午後1時 30分～ ※ 午前11時から整理券配布 



７月 

(9)「七夕スペシャル」（事前募集100名） 

七夕にちなんで，「動物園でこんなことをしてみたい。」という夢を来園者から 

募集し，実現可能な範囲で体験していただきます。 

 平成 29年 7月 2 日（日） 

※ 募集期間等の詳細については，改めてホームページ等でお知らせします。 

(10) 「ゾウの繁殖プロジェクト」イベント 

「ゾウの繁殖プロジェクト」に関する講演会等を実施します。 

 平成 29年 6月下旬～7月上旬予定 

※ イベントの詳細については，改めてホームページ等でお知らせします。 

(11) サマースクール（事前募集） 

普段は体験できない，動物舎の清掃など動物園の動物たちのお世話ができるイ

ベントです。 
 平成 29年 7月 25日（火）～28日（金） 

※ 募集期間等の詳細については，改めてホームページ等でお知らせします。 

８月 

(12) サマースクール（事前募集） 

普段は体験できない，動物舎の清掃など動物園の動物たちのお世話ができるイ

ベントです。 
 平成 29年 8月 1日（火）～4日（金） 

※ 募集期間等の詳細については，改めてホームページ等でお知らせします。 
(13)「バクさんとなかよし」（先着20名） 

先着20名の方にバクへのえさやり体験をしていただきます。 

平成29年 8月 6 日（日）午後1時 30分～ ※ 午前 11時から整理券配布 

(14) 夏の夜間開園 

 閉園時間を午後8時まで延長し，夜間開園を実施します。  

 平成29年 8月 11日（金・祝）～14日（月） 

※ イベントの詳細については，改めてホームページ等でお知らせします。 

９月 

 

(15)「ヘビさんとなかよし」（先着20名） 

先着20名の方にヘビとのふれあい体験をしていただきます。 

平成29年 9月 3 日（日）午後1時 30分～ ※ 午前 11時から整理券配布 

(16) 秋の夜間開園 

 閉園時間を午後8時まで延長し，夜間開園を実施します。  

 平成 29年 9月 16日（土）～18日（月・祝） 

※ イベントの詳細については，改めてホームページ等でお知らせします。 

１０月 

(17) 秋の夜間開園 

 閉園時間を午後8時まで延長し，夜間開園を実施します。  

 平成 29年 10月 7日（土）～9日（月・祝） 

 ※イベントの詳細については，改めてホームページ等でお知らせします。 

(18) チンパンジーの喜ぶ顔が見てみたい（事前募集15名） 

 野生では日常的に行われているチンパンジーの「樹上での採食」を飼育下で再

現し，採食するチンパンジーを観察します。また，果物の取付等の作業の補助を

行っていただく参加者を募集します。 
 平成 29年 10月 9日（月・祝） 
※ 募集期間等の詳細については，改めてホームページ等でお知らせします。 



(19)「やまねこ博覧会」 

 繁殖個体の導入を記念して，絶滅の危機に瀕しているツシマヤマネコについて， 

保全関係者による講演，飼育員ガイド及び工作イベントを実施します。 

 平成 29年 10月 14日（土）～10月 15日（日） 

※ 詳細については，改めてホームページ等でお知らせします。 

１１月 

(20)「バックヤードツアー 熱帯動物館の裏側！」（先着10名） 

先着10名の方に普段は入ることのできない「ひかり・みず・みどりの熱帯動物

館」の裏側を御覧いただきます。 

 平成 29年 11月 3 日（金・祝）午後1時 30分～ ※午前11時から整理券配布 

(21)「一日動物園体験」（事前募集20名） 

 飼育体験や普段は入ることのできない動物病院等の施設を見学できる「一日動

物園体験」を開催します。 

 平成 29年 11月 5日（日） 

※ 募集期間等の詳細については，改めてホームページ等でお知らせします。 

(22)「ゾウ来園記念」 

 子ゾウ４頭がラオスから来園したことを記念して，ゾウのガイドを実施します。 

 平成 29年 11月 19日（日） 

※ 詳細については，改めてホームページ等でお知らせします。 

１２月 

(23)「シマウマさんとなかよし」（先着20名） 

先着20名の方にシマウマへのえさやり体験をしていただきます。 

平成29年 12月 10 日（日）午後1時 30分～ ※午前 11時から整理券配布 

(24) 「ゴリラのおうち～屋上見学～」（先着20名） 

先着20名の方に，普段入ることのできないゴリラのおうちの屋上を散策してい

ただきます。 

 平成 29年 12月 17 日（日）時間未定 ※ 整理券配布 

※ 詳細については，改めてホームページ等でお知らせします。 

(25)「クリスマスイベント」 

京都市立岡崎中学校の吹奏楽部の皆さんによるクリスマスコンサート等を開催

します。 

 平成 29年 12月下旬 

※詳細については，改めてホームページ等でお知らせします。 

平成３０年 

１月 

(26)「新年来園者プレゼント」 

 来年の干支にちなんだ動物のオリジナルポスターカレンダーを，来園者全員に

プレゼントします。 

 平成 30年 1月 2日（火・祝）～3日（水・祝） 

(27) ゾウ温泉 

ゾウ温泉が温泉プールに浸かっている様子を御覧いただけます。 

平成30年 1月 7日（日）午前11時～ 

(28)「ウインターコンサート」 

 京都市立岡崎中学校の吹奏楽部の皆さんによるウインターコンサートを開催し

ます。 
  平成 29年 1月中 

 ※詳細については，改めてホームページ等でお知らせします。 

２月 

(29) ゾウ温泉 

ゾウ温泉が温泉プールに浸かっている様子を御覧いただけます。 

平成30年 2月 4日（日）午前11時～ 



(30)「ゴリラのお庭に木を植えよう」（事前募集） 

 「ゴリラのおうち～樹林のすみか～」のグラウンドに，参加者の皆様が持参し

た樹木を御自身で植樹していただくイベントです。 
 平成 30年 2月 11日（日）午後1時 30分～ 

※ 募集期間等の詳細については，改めてホームページ等でお知らせします。 

(31)「動物人気投票」 

動物園から立候補する代表動物の人気投票を実施します。 

平成30年 2月頃 

※ 詳細については，改めてホームページ等でお知らせします。 

３月 

(32)「ロバさんとなかよし」（先着20名） 

先着20名の方にロバへのえさやり体験をしていただきます。 

 平成 30年 3月 18 日（日）午後1時30分～ ※ 午前11時から整理券配布 

 


