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●可愛いカワウソたちの魅力をもっと深く知れる、カワウソ満載企画●
ウ ィ ー ク プ ラ ス

5 月 17 日(金)～29 日(水) 13 日間
様々なイベントで、“じっくり観察＆たっぷり学び”、カワウソをもっと知ろう！

サンシャイン水族館（東京・池袋、館長：丸山克志）は、5 月 29 日の“世界カワウソの日（World Otter Day）”
に合わせて、当館でも人気のカワウソの魅力や可愛さに加え、カワウソの生態や生息環境の保全、密輸などのカワウソを取
り巻く問題など、様々な角度からカワウソをより深く知っていただくために、5 月 17 日(金)～29 日(水)＜13 日間＞の期
間、「5 月 29 日は世界カワウソの日！カワウソ WEEK+（ウィークプラス）」を開催します。
期間中は、生態や暮らしぶりの解説を聞きながらコツメカワウソを間近でご覧いただける「カワウソ・グリーティングタイム」の
特別 ver.はもちろんのこと、活餌を水中で追いかけて捕まえる姿を観察できる 「カワウソ・フィーディングタイム」や、コツメカワウ
ソをじっくりと観察しながら特別解説で学ぶ「いきものキャンパス」、カワウソに関するレクチャーを受けながら羊毛フェルトでカワウソ
コースターを作る「カワウソワークショップ」などの様々なイベントを行います。
期間限定で登場する「カワウソ解説コーナー」では生態だけでなく、生息環境の保全や現状のカワウソを取り巻く問題にも目
を向けた内容をパネルで紹介し、土日には特別解説も実施。実物のコツメカワウソや解説展示などを見ながら気軽に学んでいた
だけるような穴埋め式の「コツメカワウソ豆知識シート」も配布します。また、可愛いカワウソ関連グッズも「ショップ アクアポケット」
といきもの特化型ネットショップ「いきもーる」で数多く取り揃えます。更に、いきもの特化型 SNS「いきもの AZ」では、4 月 30 日
(火)までお客様が撮影された当館のコツメカワウソの写真を大募集し、イベント期間中にパネルでマリンガーデンの様々な場所に
展示する「カワウソひょっこりガーデン」も実施。何頭のひょっこりカワウソを見つけられるかのクイズもお楽しみいただけます。
カワウソの可愛さを存分に感じ、そしてより深く彼らを知っていただけるよう、カワウソをたっぷり堪能できるスペシャル企画です。

毎年 5 月の最終水曜日は International Otter Survival
Fund により「World Otter Day（世界カワウソの日）」とされ、
世界のカワウソの現状を知ってもらい、保全へと繋げるよう、世界
中で様々なイベントが行われています。
●実施概要●
ウ ィ ー ク プラス

・名 称：5 月 29 日は世界カワウソの日！カワウソWEEK +
・期 間：5 月 17 日(金)～29 日(水)＜13 日間＞
・場 所：サンシャイン水族館屋外エリア マリンガーデン他
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★カワウソ・フィーディングタイム
イベント期間中は特別にフィーディング時に活餌を使用し、泳ぎながら魚を捕まえる様
子をご覧いただきます。また、コツメカワウソの個体紹介や特徴・生態のほか、生息環
境の保全、密輸などのカワウソを取り巻く問題にも目を向けた解説を実施します。
場所：屋外エリア マリンガーデン「カワウソたちの水辺」水槽
日時：イベント期間中の平日
5 月 17 日(金)・20 日(月)～24 日(金)・27 日(月)～29 日(水) 各日 12:45～（約 10 分）

★カワウソ・グリーティングタイム-特別 ver.コツメカワウソの個体紹介や特徴・生態のほか、水族館で暮らすコツメカワウソたちの
トレーニングについてもお散歩をしながらパネルを使用して紹介します。
おもちゃで遊んでいるところや、水遊びをしているキュートな姿も見られるかも！
場所：屋外エリア マリンガーデン「パフォーマンスステージ」
時間：各日 14:45～（約 10 分）

★いきものキャンパス ＜有料＞

協力：ShoeZ

水族館オープン前の時間に貸し切りで「カワウソたちの水辺」水槽のカワウソたちをゆっくり
じっくり観察。より深くカワウソについて知ることができる特別解説を実施します。
場所：屋外エリア マリンガーデン「カワウソたちの水辺」水槽
日時：5 月 18 日(土)・19 日(日)・25 日(土)・26 日(日) 各日 8:00～9:00
料金：1,000 円（ワンドリンク付き）※水族館入場券または年間パスポートのご提示が必要です。
定員：各日 20 名 ※事前申込、応募者多数の場合抽選となります。ご応募は
4 月 18 日(木)～5 月 6 日(月・振休)の期間に水族館オフィシャルサイト
（https://sunshinecity.jp/aquarium/）にて受け付けます。

★カワウソワークショップ ＜有料＞

協力：ShoeZ

カワウソの生態について 10 分程度のレクチャーを受けた後に、羊毛フェルトで
カワウソコースター作りを行います。
場所：ワールドインポートマートビル 9 階・さくらルーム
日時：5 月 18 日(土)・19 日(日)・25 日(土)・26 日(日)
各日 11:00～17:00 の毎時 00 分・30 分スタート（約 30 分）
料金：500 円 ※水族館入場券または年間パスポートのご提示が必要です。
定員：各回 5 名 ※当日受付、先着順となります。

★カワウソ関連の可愛いオリジナルグッズを販売！「ショップ アクアポケット」
「ショップ アクアポケット」には、ラジャ・マハロ・もみじファミリーのキーホルダーセットをはじめとしたサンシャイン水族館オリジナルの
可愛いカワウソグッズが勢ぞろい！

新色

コツメカワウソぬいぐるみ
（1,980 円）
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コツメカワウソ親子３点セット
キーホルダー（1,000 円）

コツメカワウソキーホルダー
ジーノ、やまと、ハク（各 500 円）

コツメカワウソマスコット
（各 886 円）
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●パネル展示＆特別解説、豆知識シートの配布
①カワウソ解説コーナー 協力：ShoeZ
カワウソの生態だけでなく、生息環境の保全などカワウソを取り巻く問題まで、カワウソについてより深く知っていただけるパネル
展示を行います。また、期間中の土日は、動物や自然、そして私たちとのつながりを考えるプログラムの企画・運営を行ってい
る ShoeZ スタッフによるカワウソの特別解説を実施します。
場所：屋外エリア マリンガーデン タリーズコーヒー サンシャイン水族館店横壁面
期間：パネル展示 5 月 17 日(金)～29 日(水)
特別解説
5 月 18 日(土)・19 日(日)・25 日(土)・26 日(日) 各日 10:00～18:00
ShoeZ（シューズ）とは…”Shower of educational activities for conservation at the Zoo”（動物園における保全教育活動
のシャワー）。動物園・水族館や自然環境、教育団体との連携・ご協力により、様々なプログラムの企画・運営を行っています。誰もが気軽
に訪れる動物園や水族館で、動物たちをよく観て、体の作りや行動の意味を理解し、その先にある自然環境に思いをのせていく。そして、動
物たちと自然環境の間にある大切なつながりを知り、そのつながりを守るために、私たちに出来る行動を見つけていく。各地の動物園や水族
館にご協力を頂きながら、大切なメッセージをたくさんの人に届け続けています。（団体責任者：並木美砂子・帝京科学大学教授）

②コツメカワウソ豆知識シート
コツメカワウソの特徴や生態、サンシャイン水族館で暮らすコツメカワウソの性格など様々な豆知識をサンシャイン水族館飼育
スタッフが手作りで分かりやすくまとめたシートを配布します。穴埋め式になっているので、実物のカワウソや解説展示を見なが
ら空欄を埋めて、楽しく学んでいただけます。
配布日時： 5 月 17 日(金)～29 日(水) 各日 9:00～21:00
配布場所：屋外エリア マリンガーデン タリーズコーヒー サンシャイン水族館店横壁面

●オンライン連動企画「カワウソひょっこりガーデン」
いきもの特化型 SNS「いきもの AZ」（https://ikimonoaz.ikimonopal.jp/）で
サンシャイン水族館のコツメカワウソの写真を大募集（募集期間：4 月 5 日(金)～
30 日(火)）。その中から選出した写真をパネルにし、屋外エリア マリンガーデンに設
置します。全部で何頭のひょっこりカワウソを見つけられるかのクイズも併せてお楽しみ
いただけます。

★「いきも～る」にてカワウソグッズ特集実施
いきものグッズ特化型ネットショップ「いきも～る」（http://ikimall.ikimonopal.jp/）でカワウソグッズ特集を実施します。
10 作家約 40 商品を取り扱い、サンシャイン水族館のコツメカワウソ人気個体をモチーフにしたグッズなど限定販売商品も多数！

期間：5 月 7 日(火)～31 日(金)

カワウソ両面アクリルキーホルダー
（1,000 円）

シースルーソックス カワウソ ブラック
（1,200 円）

【いきもーる限定販売】
コツメカワウソ『ハク』がじがじネックレス
（7,830 円）

■サンシャイン水族館 概要
所 在 地：東京都豊島区東池袋 3-1 サンシャインシティ ワールドインポートマートビル・屋上
営業時間：9:00～21:00(～9 月 23 日)、10:00～18:00(9 月 24 日～2020 年 3 月 19 日)※最終入場は終了 1 時間前 ※変更の場合あり
入場料金：大人(高校生以上)2,200 円、こども(小・中学生)1,200 円、幼児(4 才以上)700 円
問合せ先：サンシャイン水族館 03-3989-3466 https://sunshinecity.jp

※金額はすべて税込です。 ※画像はすべてイメージです。
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