
いしかわ動物園

〒923-1222　石川県能美市徳山町600番地　ＴＥＬ：0761-51-8500(代)
URL  http://www.ishikawazoo.jp

休園日 

開園時間 

料金 一般：830円／中学生以下：410円／3歳未満無料
【年間パスポート】大人2,500円・小人1,200円・シニア1,600円

毎週火曜日と年末年始（12月29日～1月1日）
火曜日が祝日の場合は翌平日が休園
※8月中は休まず営業します。

4月～10月 午前9時～午後5時
11月～3月 午前9時～午後4時30分

（入園は閉園の30分前まで）

●法人名：一般財団法人　石川県県民ふれあい公社　●事業所の名称：いしかわ動物園　●所在地：能美市徳山町600

●種別：展示　●登録番号：206E001　●登録：平成18年6月1日　●登録更新：平成28年6月1日

●有効期間の末日：令和3年5月31日　●動物取扱責任者の氏名：大井 毅

【バス】金沢駅～動物園 約60分・・・

【車】 白山ICから

小松ICから

1,300台（無料）約30分

約20分

・・・

・・・

【駐車場】

※消費税増税に伴い

　変更となる場合があります。

1 2 3 4

［環境教育］ ［種の保存］ ［野生動物の保護］
［レクリエーションの提供］
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観覧エリアがガラス張りになり、
フクロウたちがもっと見やすくなるよ！
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いしかわ動物園のいしかわ動物園の

について学ぼう！について学ぼう！

学校ではできない、動物たちを直接見

る、触れるといった体験を通して、命の

大切さを学び、環境問題に興味を持っ

てもらいたいと考えています。

世界中の動物園や水族館と連携しな

がら、トキやライチョウ、コビトカバな

ど、国内外の希少動物の繁殖に取り組

んでいます。

当園の獣医師は、傷付いて保護された

野生動物の治療や野生復帰のお手伝

いもしています。

みなさんに動物園を楽しんでいただけ
るよう、園内のバリアフリー対策はも
ちろんのこと、緑あふれる環境で、たく
さんのイベントをご用意しています。

「園内スペシャルガイド」や
「特別版裏側探検ツアー」で

もっと詳しい話を
聞くことができるよ！

もっと

色んな役割を通して
私たちに命の大切さを
教えてくれて
いるんだね。
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詳しくは中面を見てね！
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各日先着3,000名に
お菓子をプレゼント！

2019

8/1
［木］

2020

3/31
［火］

＞＞＞

2019

8/1
［木］

2020

3/31
［火］

＞＞＞

楽しく
学ぼう！

クククク イイイイ ズズズズ
リリリリ ----ララララ

シールブックシールブック
シールブックシールブック

［期間］8/10（土）～3/31（火）

［期間］8/1（木）～3/31（火）

［期間］8/1（木）～2020年3/31（火）

［第1部］8/1（木）～9/9（月）

開催場所：動物学習センター

投票箱設置場所：エントランス広場
※ナイトZOO開催中は動物学習センター

応募場所：エントランス広場
※ナイトZOO開催中は動物学習センター

集合時間：13：30
集合場所：エントランス広場

配布場所：正面ゲート

いしかわ動物園の動物たちやイベントの様子を撮影し、
「#いしかわ動物園20周年」のタグをつけて投稿しよう！

日本一長生きしたカバの「デカ」や、イクメ

ンチンパンジー「イチロー」などの、名物動

物をふり返る特別展。カバやキリンの実物

大レプリカをはじめ、思い出の写真で当時

をふり返ります。「一筆啓上～思い出の動

物たちへ～」

では、来園者

の皆さまに

思い出を書

いてもらい紹

介します。

［第2部］10/2（水）～11/25（月）

２０年間の思い出やできごとを写真でふ

り返る特別展。旧園から新園に移る直

前に亡くなったゴリラの剥製展示をはじ

め、これからの１０年間を見据えた取り

組みまで、幅広い視点でいしかわ動物

園を紹介します。

飛び出す「いしかわ動物園MAP」の
シールブックをゲットし、クイズラリー
に挑戦してください。シールをめくった
り貼ったりしながら園内を巡って答え
を探し出しま
す。応募してく
れた方に抽選
で素敵なプレ
ゼントが当たり
ます。

♯いしかわ動物園20周年 楽しく巡って，しっかり学ぶ

写真・動画コンテスト シールブック・
クイズラリー

［投票期間］8/1（木）～9/23（月・祝）
［結果発表：10/6（日）］

［期間］8～3月

人気動物を投票

で決める総選挙。

あなたはライオ

ン？キリン？それ

とも癒し系のカピ

バラ？人気上位

動物には、SNSの

広告塔として活

躍してもらいま

しょう。

県内出身のイラストレーター松元伸乃介さん
の作品展を開催します。あなたを動物に見立
てた似顔絵を描いてもらえる似顔絵会も開催
（先着順）。今にも動き出しそうな動物たちの
絵を見に来ませんか？

第2回動物総選挙

命の大切さを学ぼう

ふれあい体験

あなたの夢
かなえます！

イラストレーター

［応募期間］8/1（木）～9/23（月・祝）
［結果発表：10/6（日）］

［期間］11/13（水）～18（月）

「動物の飼育体験をした

い」「動物園の園長になり

たい」…そんなあなたの

夢がかなうかも。応募用

紙にあなたの夢を書いて

応募してくださいね。

松元伸乃介 作品展

［期間］
11/16（土）・17（日）
時間：13：00～

似顔絵会

20年の歴史を

振り返る写真展

プロジェクションマッピングプロジェクションマッピング

園内を子どもたちが描いたかわいいイラスト入りのランタンや
LEDライトで幻想的にライトアップします。七色に輝くミストや
シャボン玉も登場！

ファイヤーパフォーマンスチー
ム「月讀（ツキヨミ）」が、迫力
のファイヤーショーを披露し
ます。空を舞う炎の豪快な熱
気と音が観客を魅了します。

「KageMai［影舞］」による幻想的なアートパフォーマンスや「ダンシングアニマル
ズ」によるオリジナル動物パフォーマンスを披露します。

地元能美市が、九谷五彩で正面ゲート前を美しく
ライトアップし、動物園の20周年を盛り上げます。 日本を代表する民族音楽ユニット

「YURAI」が究極の癒しの声と称さ
れる「オーロラボイス」でプロジェク
ションマッピング「いのちのほし」の
テーマ曲をしっとりと歌いあげます。

キャンドルライトアップキャンドルライトアップ

夜の音楽会夜の音楽会
コラボレーションコラボレーション

パフォーマンスショーパフォーマンスショー

Wチャンス
さらに

入賞者には
素敵な商品が当たる

もあります！

［期間］8～3月の第２・４（土）

一緒に学ぼう！

スタッフと一緒に展示場を回って、

展示動物のおもしろい生態や習性

を学びましょう。飼育員だから知る

とっておきのネタを公開します。

（先着10,000名 ※無くなり次第終了）

8月13日（火）・17日（土）／9月14日（土）・21日（土） 20:30～

8月10日・11日・13日・14日・17日・18日・24日・25日
（土）

9月14日・15日・21日・22日 10月5日・6日・12日・13日
（土） （土） （土） （土）

（日）

（日） （日） （日） （日）

（火） （水） （土） （土）（日） （日）

開園は21：00まで（入園は20：00まで）

抽選で
ステキな

プレゼントが
当たる！

みんなの
投票

待ってるよ！

［平日］11：30～12：00／13：30～14：00　［土日祝］11：30～12：00／13：30～14：30

［毎日］11：00～12：00／14：00～15：00 ※冬期間は閉鎖

そ
の

夜
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着ぐるみのお出迎えや屋台村でお
祭り気分を満喫。おすすめは、ドッキ
リアニマルガイド。いつ、どこで、どん
な動物が登場するか、乞うご期待！

［期間］10月12日（土）～14日（月・祝）

秋の
ふれあいまつり

いしかわ動物園の知られざる取り組みを紹
介するツアーです。約４,０００匹のエサを貯
蔵する調理棟、野生の傷病動物まで治療
する動物病院、観覧通路を歩いているだけ
では見えない取り組みの数 を々紹介します。

集合時間：13：30 ※10/6のみ14：30

集合場所：大型休憩所

開催場所：正面ゲート前芝生広場

［期間］
10月の土・日・祝（9日間）　

特別版 裏側探検ツアー

石川県観光PRマスコットキャラク
ター「ひゃくま
んさん」が巨
大ふわふわに
なって動物園
に登場！

［期間］10月5日（土）・6日（日）　

ひゃくまんさん
ふわふわ

ハロウィン限定のフォトスポットで“映え
る”写真を撮ろう！園内に神出鬼没で登
場するリアルモンスター「アニマルマスク
マン」を見かけたらラッキー！勇気を出し
て「トリックオアトリート」と声をかけてみ
てください。何かいいことがあるかも…。

［期間］10月19日（土）・20日（日）・26日（土）・27日（日）　

動物園でハロウィン

★動物やハロウィンの仮装で来園すると入園無料（中学生以下限定）

※イメージ※イメージ

第1回動物総選挙トップ当選
（レッサーパンダ）

※動物の体調により実施しない場合もあります。

※動物病院は状況によって見学中止となる場合があります。
※ベビーカーはご利用いただけません。

20歳（1999年1月〜2000年3月生まれ）の参加者を
いしかわ動物園PRサポーターに認定し、

サポーター証（次回入園無料券）と特別な記念品をプレゼント！
※数に限りがあります。　※画面提示時にスタッフまでお知らせください。
※運転免許証や健康保険証、学生証など、生年月日が確認できるものをお持ちください。

プレゼント！

オリジナル
トートバッグ

先着5,000名

抽選で

3名

各日先着

20名

園内スペシャルガイド
各日先着

20名

各日先着

30名

★ウサギ

★小鳥

★ポニーまたはアルパカのおやつタイム

★カピバラのおやつタイム

開園20周年記念月間

20周年をむかえる10月は
毎週末楽しいイベントが
開催されるよ！

あなたの描いた動物の絵が、目の前
の大きなスクリーンで生き生きと動
き出します。いしかわ動物園にあな
たのオリジナル動物が仲間入り♪

［期間］10月の土・日・祝（9日間）
時間：9：00～16：30
開催場所：動物学習センター

開催場所：正面ゲート前

開催場所：正面ゲート前

開催場所：正面ゲート前

デジタル動物園

月讀 YURAI
10月5日（土）・6日（日） 20:30～

19：00～・19：30～・
20：00～・20：30～

10月12日（土）・13日（日） 20:30～

【仮装する際の注意点】下記に該当する仮装や小道具の持ち込みはご遠慮ください。
①顔全体を覆うマスクなど、他の来園者に恐怖心を与えるもの。
②尖った刀など、他の来園者を傷つける恐れがあるもの。
③光や音を放つなど動物にストレスを与える恐れがあるもの。　④公序良俗に反するもの。

※イメージ※イメージ

巨大球体スクリーンに映し出すプ
ロジェクションマッピングが皆様を
お迎えします。「いのちのほし」と題
し、時には美しく、時には楽しい映
像や音楽とともに、いしかわ動物園
の主役「動物たち」を紹介します。

※8/13・17、9/14・21、10/5・6・12・13は
　20：30の回は上映しません。

［日曜］14：45～（先着20名）

いしかわ
動物園は
1999年

10月9日にオープン
したんだよ！

［平日］14：30～（先着10名）

時間：10：00～16：00

開催場所：動物学習センター

開催場所：ふれあいひろば

【参加方法】
①いしかわ動物園の公式アカウントをフォロー（Facebook・Twitter）
②園内で撮影した写真や動画に「♯いしかわ動物園20周年」のタグをつけて
　SNS（Facebook・Twitter）へ投稿。
③管理事務所（正面ゲート横）のスタッフに投稿画面を提示。
　※ナイトZOO開催中（17：00～21：00）は実施しません。
【注意事項】
・ナイトズー開催中（17:00～21:00）に撮影された写真・動画はコンテストへの応募対象外とします。
・作品は応募者本人が2019年8月～2020年3月の期間に撮影し、すべての著作権を有しているものとします。
・応募者が未成年の場合は、親権者の承諾が必要です。
・応募に際し作品に人物が映っている場合、必ずその方の承諾を得てください。
・応募いただいた作品は動物園の情報発信に利用する場合があります。その場合、無償となりますのでご承知おきください。
・入賞者には公式アカウントよりダイレクトメッセージにてご連絡したします。


