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平成 28 年 9 月 27 日
（公財）横浜市緑の協会
よ こ は ま 動 物 園
野 毛 山 動 物 園
金
沢
動
物
園

よこはまのどうぶつえん（よこはま動物園ズーラシア・野毛山動物園・金沢動物園）では、10 月 1 日
（土）～31 日（月）までハロウィン装飾を行います。また、それぞれの園でガイドやキャンディのプレ
ゼント、特別イベントなど、ハロウィンならではの催しを行います。

よこはま動物園

ズーラシア

イベント

ハロウィン特別ガイド

日程

10 月 29 日（土）、30 日（日）

内容

ハロウィンならではのエサを飼育係員が動物にプ
レゼントしながらガイドを行います。ガイドに参
加されたお客様に、数量限定で、オリジナルキャ
ンディをプレゼントします。（詳細裏面）

場所

実施動物の展示場

参加費

無料（入園料は別途必要）

野毛山動物園
イベント

オリジナルキャンディプレゼント

日程

10 月 29 日（土）、30 日（日）

内容

各日入園先着 100 名様にオリジナルキャンディ
をプレゼントします。

場所

入園口

金沢動物園
イベント

動物園でトリック or トリート？！

日程

10 月毎週土曜日（10/8 を除く）

内容

キリンの家を見学します。（詳細裏面）

参加条件

仮装している方限定

イベント

動物たちとハロウィンパレード！

日程

10 月毎週日曜日（10/9 を除く）

内容

動物と一緒に仮装パレードを行います。（詳細裏
面）仮装している方には特典あり。

お問合せ先
よこはま動物園
指定管理者：（公財）横浜市緑の協会

副園長

渡辺

武志

Tel 045-959-1298

野毛山動物園

園長

鈴木 浩

Tel 045-231-1307

金沢動物園

園長

原 久美子

Tel 045-783-9400

１．よこはま動物園

ズーラシアのハロウィン特別ガイドについて

10 月 29 日（土）と 30 日（日）に、ハロウィンならではの特別なエサを飼育係員が動物にプレゼントしな
がらガイドを行います。ガイドに参加されたお客様に、動物をモチーフにしたオリジナルキャンディをプ
レゼントします。（数に限りがあります）。
時間

特別ガイド

実施動物

9：45～

インドゾウ

11：30～

ホッキョクグマ

13：30～

アムールヒョウ

14：00～

チンパンジー

２．金沢動物園のハロウィン特別イベントについての詳細
金沢動物園の初の試みとして、10 月の毎週土日（10/8・9 を除く）に、ハロウィン特別イベントを
開催します。土曜日と日曜日で内容が異なり、動物園ならではのハロウィンイベントをお楽しみい
ただけます。ぜひ仮装してお越しください。
イベント

動物園でトリック or トリート？！

日時

10 月毎週土曜日（10/8 を除く）13 時 30 分～14 時（予定）
13 時 20 分に、ヒガシクロサイ展示場前に集合

内容

仮装しているお客様限定で、キリンのお家（獣舎）を訪問し、
「トリック or トリート！（お
菓子をくれなきゃ、イタズラしちゃうぞ！）」と言って、動物舎内を見学します。
獣舎見学後、参加者にはオリジナルキャンディをプレゼントします。

場所

キリン舎

イベント

動物たちとハロウィンパレード！

日時

10 月毎週日曜日（10/9 を除く）※雨天中止
11 時 15 分にほのぼの広場をヒツジが出発～11 時 45 分まで

内容

ハロウィン仮装をしたヒツジたちが先導し、ほのぼの広場から、わくわく広場までパレー
ドします。お客様も一緒に参加できます。ヒツジの他に、ペリカンやフクロウなどもパレ
ードに参加します。ゴールのわくわく広場では、金沢動物園のマスコットキャラクター「金
沢ゆーかりん」がお出迎えします。
仮装して参加された方には、オリジナルキャンディをプレゼントします。

場所

ほのぼの広場～わくわく広場

参加方法

自由参加

備考

10 月 2 日（日）は、ヒツジの代わりにヤギがパレードを先導します。

※仮装についての注意事項
・他のお客様に恐怖心を与えるようなもの、性的表現を含むもの、通行の妨げになるような仮装は
ご遠慮ください。
・過度に光を放つ物（ライト・アルミ板等）は、動物種によっては警戒しますので、光を抑える等
のご配慮をお願いいたします。
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３．動物園について
よこはま動物園ズーラシア
◆入 園 料：大人 800 円、中人・高校生３00 円、小・中学生 200 円、小学生未満無料
毎週土曜日は高校生以下無料（要学生証等）
よこはま動物園・金沢動物園共通年間パスポート

18 歳以上 2,000 円

◆開園時間：9:30～16:30（入園は 16:00 まで）
◆休 園 日：毎週火曜日(祝日の場合は開園。翌日休園。)
◆交
◆U

10 月は無休

通：相鉄線「鶴ヶ峰」「三ツ境」駅、JR 横浜線・市営地下鉄「中山」駅から「よこはま動物園」行きバス
で約 15 分、「横浜」駅から「よこはま動物園」行きバスで約 1 時間
R L：http://www.hama-midorinokyokai.or.jp/zoo/zoorasia/

◆住

所：横浜市旭区上白根町 1175-1

◆問合せ先：045-959-1000

野毛山動物園
◆入 園 料：無料
◆開園時間：9:30～16:30（入園は 16:00 まで）
◆休 園 日：毎週月曜日(祝日の場合は翌日)
◆交

10 月は無休

通：JR 根岸線・横浜市営地下鉄「桜木町」駅下車 徒歩 15 分、
または市営バス 89 系統「一本松小学校」行き「野毛山動物園前」下車すぐ
京浜急行「日ノ出町」駅下車徒歩 10 分

◆U
◆住

R

L：http://www.hama-midorinokyokai.or.jp/zoo/nogeyama/
所：横浜市西区老松町 63－10

◆問合せ先：045-231-1307

金沢動物園
◆入 園 料：大人 500 円、中人・高校生３00 円、小・中学生 200 円、小学生未満無料
毎週土曜日は高校生以下無料（要学生証等）
よこはま動物園・金沢動物園共通年間パスポート

18 歳以上 2,000 円

◆開園時間：9:30～16:30（入園は 16:00 まで）
◆休 園 日：毎週月曜日(祝日の場合は翌日)
◆交

◆U
◆住

10 月は無休

通：京浜急行「金沢文庫」駅下車 西口バス 1 番乗場
①「野村住宅センター」行き「夏山坂上」下車徒歩 6 分
②急行「金沢動物園」行き（土・日・祝のみ）で約 10 分
R L：http://www.hama-midorinokyokai.or.jp/zoo/kanazawa/
所：横浜市金沢区釜利谷東 5-15-1

◆問合せ先：045-783-9100
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