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あそびーちがリニューアル エサ代の一部をクラウドファンディングにて募集

●TEL: 097-534-1010 FAX: 097-534-1013
● WEB SITE : http://www.umitamago.jp/
●開館年月日 : 2004年（平成16年）4月1日
●従 業 員 数 : 62名
●入館料（2022年3月現在）:

大　　人 小　　人 幼児
(4才以上)

一般料金 2,300円 1,150円 750円
年間パスポート 5,500円 2,750円 1,800円
団体 (20名以上 ) 2,100円 1,050円 700円
ほか、WEBチケット、シニア割引、障がい者割引、
学校団体料金、子ども会割引
●開 館 時 間 : 9:00~17:00

9:00~18:00（GW、夏休み）
9:00~19:00（お盆期間）

●休館日 : 2022年1月18日㈫～20日㈭
●施設 : 鉄筋コンクリート地下 1階 , 地上 2階建て
　　　　　　　敷地面積  7,582.24㎡
　　　　　　　延床面積  10,881.09㎡  
●飼育動物数 : 約 500種 15,000点

●所在地 : 〒 870-0802
　　　　　大分県大分市大字神崎字ウト 3078番地 22
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●所在地 : 〒 879-2683
　　　　　大分県津久見市大字四浦 2218番地 10

●TEL: 0972-85-3020 FAX: 0972-85-3010
● WEB SITE : http://www.tsukumi-irukajima.jp/
●開館年月日 : 2011年（平成23年）4月2日
●従 業 員 数 : 12名
●入館料（2022年3月現在）:

大　　人 小　　人 幼児
(4才以上)

一般料金 1,000円 600円 500円
団体 (20名以上 ) 900円 550円 450円
ほか、学校行事料金、障がい者割引
●開館 時 間 :  10:00~16:00
●休園日 : 11 月から翌年 1月の毎週火曜日

1月中旬から 2月中旬の 1ヵ月間
●施設 : 陸上部「シーサイド」面積  8,200㎡
　　　  管理棟木造二階建て
　　　  敷地面積 801.1㎡
　　　  延床面積 296.03㎡  
　　　  海上部「シーエリア」面積  12,500㎡
●飼育動物数 : 約 40種 6,500点

４月の臨時休園期間中

イルカ島生まれのつばさの３歳の誕生日
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主な出来事
2020 年度 ( 令和２年度・令和３年度 )

2020年
	 ４月１日	 あそびーちがリニューアル。マゼランペンギン、ミナミアメリカオットセイ、フタユビナマ

ケモノがあそびーちに仲間入り。あそびーち・遊たいむと銘打って、あそびーちでイルカ、
オットセイ、ペンギンたちのパフォーマンスを実施。

	 ４月11日	 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、5月31日までうみたまご、イルカ島の両施設が臨
時休園館。

	 ４月12日	 オーシャンゾーンの4水槽を「大分の東部の海」「大分の西部の海」「大分の南部の海」「大
分の北部の海」と銘打って、なじみ深い魚類と棘皮動物を展示。

	 ５月１日	 トドの「ドン」斃死。
	 ５月29日	 妊娠中だったバンドウイルカ「サキ」と胎仔、斃死、死産。
	 ６月１日	 うみたまご、イルカ島の両施設が再開。新型コロナウイルス感染症対策の一環でパフォーマ

ンスなどは中止、縮小。
	 ６月１日	 パフォーマンスゾーンにて、コツメカワウソと銘打って、コツメカワウソの展示を充実。
	 ７月21日	 GoToトラベルキャンペーン開始。両施設とも入場者の回復に期待。
	 ８月１日	 ウミガメプールがアマゾンプラザとしてリニューアル。ムツオビアルマジロ、フタユビナマ

ケモノの展示施設が公開。
	 ８月１日	 サイエンスゾーンにて、ウミサソリとその子どもたち展と銘打って、鋏角類を展示。
	 ８月９日 	 パフォーマンスゾーンにて、野菜でパチリ！と銘打って、自家栽培したニガウリを販売。

	 コツメカワウソにニガウリをもたせて一緒に記念撮影を行う。
	 ９月５日	 ハセイルカの飼育国内最長記録を達成、現在も更新中。
	 ９月５日	 ナマケモノの給餌と銘打って、摂餌の様子を公開。
	 10月１日	 リバーゾーンにて、モクズガニを展示。
	 10月７日	 サイエンスゾーンにて、かわいいハロウィン展と銘打って、ハロウィンのモチーフや魔女の

使い魔とされる種を展示。
	 11月６日	 ワンダーゾーンにて、豊ノ海ギャラリーと銘打って、大分の海の生物に焦点を当てたアオリ

イカ他を展示。
	 12月６日	 うみたまごにてエサ代の一部をクラウドファンディング。返礼品が話題に。
	 12月29日	 平穏願って迎春準備。ウシやアマビエにちなむ展示「干支展」を公開。
	 12月29日	 ワンダーゾーンにて、謹賀新年2021～今年は私たちの丑年～と銘打って、恒例の干支にちな

む種を展示。
	 12月29日	 ワンダーゾーンにて、色のいろいろと銘打って、生物の色に焦点を当てた展示にリニューアル。

2021年
	 １月15日	 サイエンスゾーンにて、帰ってきた光うむと銘打って、生物蛍光する種を展示。
	 １月15日～30日	 セイウチ「泉」、繁殖のため三重県の鳥羽水族館へブリーディングローン。
	 ２月１日	 ワンダーゾーンにて、THE SHAPE「カタチ」と銘打って、生物の形に焦点を当てた展示を公開。
	 ３月１日	 サイエンスゾーンにて、ウスバハギうすばくんの目指せJリーガーと銘打って、魚のサッカー

を公開。
	 ３月20日	 レクチャールームにて、海洋ゴミをテーマとしたアニメ「サンタ・カンパニー～真夏のメ

リークリスマス～」を上映。
	 ３月24日	 つくみイルカ研究シンポジウム2021をウェブセミナー(ウェビナー)形式で開催。
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活動報告
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１. 飼育・展示活動
1-1. 展示変更

活動報告

展示タイトル 展示生物 場所 公開年月日
なまけもののへや フタユビナマケモノ あそびーち 2020年４月１日
マゼランペンギン マゼランペンギン あそびーち 2020年４月１日
ミナミアメリカオットセイ ミナミアメリカオットセイ あそびーち 2020年４月１日

大分県中部の海

カゴカキダイ
ヒガンフグ
ハオコゼ
キヒトデ

オーシャンゾーン 2020年４月12日

大分県南部の海

オヤビッチャ
ミツボシクロスズメダイ
ハリセンボン
ミノカサゴ
アカヒトデ

オーシャンゾーン 2020年４月17日

大分県東部の海

マアジ
イサキ
マダコ
カサゴ
マナマコ
イトマキヒトデ

オーシャンゾーン 2020年４月25日

コツメカワウソ コツメカワウソ パフォーマンスゾーン 2020年６月１日

大分県北部の海

ボラ
クサフグ
チチブ
クロダイ
キチヌ
ウロハゼ

オーシャンゾーン 2020年７月23日

流れ星 イトヒキアジ ワンダーゾーン 2020年８月１日
ムツオビアルマジロ ムツオビアルマジロ タッチングエリア 2020年８月１日

ウミサソリとその子どもたち展

ユーリプテルス(化石)
アメリカカブトガニ
チャグロサソリ
ヤエヤマサソリ
タイワンサソリモドキ
アマミサソリモドキ
メキシカンレッドニー
アリゾナブロンド
アンティルピンクトゥー
トビズムカデ
アオズムカデ
ヴァンパイアクラブ
レッドデビルクラブ
フタホシコオロギ

サイエンスゾーン 2020年８月１日

フタユビナマケモノ フタユビナマケモノ タッチングエリア 2020年８月５日

うごき・ふしぎ

ヨダレカケ
ダーウィンジョーフィッシュ
カワテブクロ
コブヒトデモドキ
シロボシアカモエビ
サラサハタ

ワンダーゾーン 2020年９月28日

モクズガニ モクズガニ リバーゾーン 2020年10月１日



7

1. 飼育 ・展示活動

展示タイトル 展示生物 場所 公開年月日

かわいいハロウィン展

チャグロサソリ
ヒロオヒルヤモリ
ニホンヒキガエル
コーンスネーク
メキシカンレッドニー
コスタリカゼブラレッグ
ガイアナピンクトゥー
トランスルーセントグラス
キャット
ブラックゴースト
レッドファントムテトラ
ヴァンパイアクラブ
レッドデビルクラブ

サイエンスゾーン 2020年10月７日

豊ノ海ギャラリー
センネンダイ
ニシキエビ
アオリイカ

ワンダーゾーン 2020年11月６日

謹賀新年2021～今年は私たちの丑年～

ウミウシの仲間
ウシエビ
ダーウィンジョーフィッシュ
コンゴウフグ
フリソデエビ

ワンダーゾーン 2020年12月29日

縦、横、斜め
ヨスジフエダイ
オヤビッチャ
タカノハダイ

ワンダーゾーン 2020年12月29日

色のいろいろ

チンアナゴ
ニシキアナゴ
ニシキテグリ
ヘコアユ
ウチワザメ
ヒラメ
ホウボウ
ヨスジフエダイ
オヤビッチャ
タカノハダイ
アカハタ
アオハタ
ホンソメワケベラ
マダラヤドクガエル
キオビヤドクガエル
モウドクフキヤガエル
キンイロアデガエル

ワンダーゾーン 2020年12月29日

帰ってきた光うむ

チャグロサソリ
ニホンイシガメ
アメリカカブトガニ
サツマカザゴ
オトヒメエビ
マツモ
サンゴイソギンチャク

サイエンスゾーン 2021年１月15日

THE SHAPE「カタチ」

ダーウィンジョーフィッシュ
ウシエビ
コブヒトデ
カワハギ
マナマコ

ワンダーゾーン 2021年２月１日

ウスバハギうすばくんの目指せJリーガー ウスバハギ サイエンスゾーン 2021年３月１日
フトアゴヒゲトカゲ フトアゴヒゲトカゲ タッチングエリア 2021年３月30日

1-2. 特別展示
なし
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1-3. 長期飼育個体(10年間以上の記録)

1-4. 繁殖
種　名 繁殖個体数/概数

ミズクラゲ 2000

1-5. 展示協力

期　間 提供先 内　容 展示名称等
2020年12月10日 マリンピア日本海 生物提供(バイカルアザラシ) －
2021年１月15日

～１月30日
鳥羽水族館 ブリーディングローン(セイウチ泉) －

2021年３月14日 海の中道マリンワールド 生物提供(コブダイ) －

2020年６月22日
海の中道マリンワールド 生物提供(アカシュモクザメ) －
海響館 生物提供(アカシュモクザメ) －

活動報告

和　名 個体名 性別 来館年 備考

トド
心 愛 メス 2005年
トゥ ル 2011年

セイウチ
ぶ ぶ メス 2001年
み ー メス 2001年
泉 メス 2005年

ハイイロアザラシ
ポテチ オス 2003年
チロル メス 2003年
ビスコ オス 2003年

ゴマフアザラシ
つとむ オス 2002年
チ ィ メス 2004年

アゴヒゲアザラシ
ブ ル オス 2008年
ベリー メス 2007年

ハセイルカ ハルカ メス 2008年

バンドウイルカ

サ サ メス 2003年
ク ク メス 2003年
ラ ラ メス 2003年
リョウマ オス 2009年
ムサシ オス 2010年
アケミ メス 2010年
ソ ラ メス 2010年
コナツ メス 2010年
メ イ メス 2010年
ナ ギ メス 2010年

ハナゴンドウ 楓 メス 2008年

マゼランペンギン

由 美 メス 2001年
八兵衛 オス 2007年
ひ な メス 2010年
お 新 メス 2011年

モモイロペリカン
ク マ オス 2002年
スズメ オス 2003年

和　名 個体名 性別 来館年 備考
カミツキガメ － － 2007年

アオウミガメ － － 2006年
以前

ジーベンロックナ
ガクビガメ － オス 2004年

以前
入手時の
和名

クサガメ － メス 2004年
以前

ピラルク － － 2002年
以前 ２個体

ピラニア － － 2009年 ５個体
アラビアハタゴイ
ソギンチャク － － 2006年 １個体

イボハタゴイソギ
ンチャク － － 2009年 ３個体

ハタゴイソギン
チャク － － 2009年 １個体

ユメウメイロ － － 2009年
以前 ９個体

カスミアジ － － 2009年
以前 26個体

カスリハタ － － 2009年
以前 １個体

ウシエイ － － 2009年
以前 １個体

マダラエイ － － 2009年
以前 ２個体

オオセ － － 2009年
以前 ８個体

ニセゴイシウツボ － － 2009年
以前 ３個体

バラフエダイ － － 2009年
以前 １個体

タマカイ － － 2009年
以前 ３個体

ヤイトハタ － － 2009年
以前 １個体
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２. 調査・研究活動
2. 調査 ・研究活動

2-1. 新規所蔵標本(他研究機関へ提供のための一時保管含む)

分　類 和　名 学　　　名 部位 個体数 形　態

軟体類
シシイカ Sepia peterseni 全身 2 ホルマリン液浸
ミカドウミウシ Hexabranchus sanguineus 全身 1 ホルマリン液浸

魚類

ミノカサゴ Pterois lunulata 全身 1 ホルマリン液浸
ヒラ Ilisha elongata 全身 1 ホルマリン液浸
チカメタカサゴ Pinjalo pinjalo 全身 1 ホルマリン液浸
ヨコスジフエダイ Lutjanus ophuysenii 全身 2 ホルマリン液浸
サギフエ Macroramphosus scolopax 全身 1 ホルマリン液浸
ネズミギス Gonorynchus abbreviatus 全身 1 ホルマリン液浸
クサアジ Velifer hypselopterus 全身 1 ホルマリン液浸
アミメウツボ Gymnothorax pseudothyrsoideus 全身 1 ホルマリン液浸
アオザメ Isurus oxyrinchus 頭部 1 冷凍
ウスバハギ Aluterus monoceros 全身 1 ホルマリン液浸
シビレエイ Narke japonica 全身 1 ホルマリン液浸
コモンカスベ Okamejei kenojei 全身 1 ホルマリン液浸
ウチワザメ Platyrhina tangi 全身 2 ホルマリン液浸
コモンサカタザメ Rhinobatos hynnicephalus 全身 2 ホルマリン液浸
ホシザメ Mustelus manazo 全身 1 ホルマリン液浸

爬虫類 アオウミガメ Chelonia mydas 甲羅 1 乾燥骨格
哺乳類 スナメリ Neophocaena asiaeorientalis 全身 8 ストランディング

2-2. 口頭発表等
なし

2-3. 論文・報告書

発行年 著　者 題　名 雑誌・報告書名

2020

Yuichi Ueno, Makio Yanagisawa,
Sayuri Kino, Satoru Shigeno,
Makoto Osaki , Daisuke Takamatsu,
Ken Katsuda, Tadashi Maruyama,
Kazue Ohishi

Molecular characterization of Brucella
ceti from a bottlenose dolphin (Tursiops 
truncatus) with osteomyelitis in the western
Pacific

Journal of Veterinary
Medical Science
82(6):754-758. https://
doi.org/10.1292/jvms.20-
0015

2020

Yuichi Ueno, Masahiko Kumagai,
Hiroyuki Kanamori, Makio Yanagisawa,
Sayuri Kino,d Satoru Shigeno,
Makoto Osaki,a Daisuke
Takamatsu, Ken Katsuda, Tadashi
Maruyama, Kazue Ohishih

Draft Genome Sequence of Brucella ceti
Isolated in the Western Pacific Ocean

Microbiology Resource
Announcements 9: 39.
https://doi.org/10.1128/
MRA.00925-20

2020
高野裕樹・大倉鉄也・阿部博文・三ノ
宮英幸・宮村栄一・小野充之・松尾敏
生・星野和夫

大野川水系柴北川の魚類相 大分生物談話会会誌 12:
69-78.

2021 高野裕樹・星野和夫 大分県におけるオオウナギの記録と分布現
況，および生息地の水温特性

魚類学雑誌 68(1): 35-45.
https://doi.org/10.11369/
jji.20–032

うみたまご，またはイルカ島に属する者に下線。
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2-4. 受託調査・研究
期　間 事　業　名 委　嘱　元 担当者（担当）

2017年～2021年 レッドデータブックおおいた 大分県生活環境部自然保護推進室 今井謙介(爬虫類)
星野和夫(魚類・頭索類)

2017年～2020年 祖母傾国定公園自然環境学術調査 大分県生活環境部自然保護推進室 星野和夫
2019年7月16～17日 別府市主要河川魚類調査 別府市生活環境部環境課 星野和夫(魚類)

2-6. 共同調査・研究
期　間 調査・研究テーマ 共同調査機関

2005年～
スナメリの生態の解明
飼育下での繁殖に向けた研究と技術を開発
スナメリの生息域内外での保全

瀬戸内海西方海域スナメリ協議会
　下関市立しものせき水族館「海響館」
海の中道海洋生態科学館「マリンワールド海の中道」

2016年～ ハセイルカにおける糞中ステロイドホルモン動態を
指標とした繁殖生理の解明 岐阜大学　動物園生物学研究センター

2016年～ 大分県沿岸の鯨類生息状況の調査 大分県農林水産研究指導センター水産研究部

2017年～ マイクロサテライトDNA多型解析に基づく理想繁殖
ペアの検証

九州大学大学院工学研究院　
附属循環型社会システム工学研究センター

2017年～ 日本海域に散発的に出現する熱帯性魚類に注目し
た東九州沿岸の生物地理学的評価の試み 宮崎大学農学部

2017年～ イルカの精漿成分の網羅的解析と精子性状との関
係性の解明 大分大学医学部

2018年～ 非侵襲的、飼育下イルカのストレス評価法の開発 岡山理科大学

2018年～ 乳糖分解と健康効果に優れたイルカ由来乳酸菌の分離 三重大学大学院　生物資源学研究科附属鯨類研究センター
日本大学生物資源科学部

2019年～ ムツオビアルマジロおよびフタユビナマケモノにおける糞
中ステロイドホルモン動態を指標とした繁殖生理の解明 岐阜大学　動物園生物学研究センター

2019年～ タチウオの資源回復に向けた受精卵放流および種
苗生産技術の開発 大分県農林水産研究指導センター水産研究部

2019年～ 水槽内のイシサンゴ類の種同定 宮崎大学農学部

活動報告

2-5. 研究発表要旨
なし



11

2. 調査 ・研究活動

2-10. 研究会等派遣
年月日 派　遣　先 参　加　者

2020年５月19日 令和2年度第1回おおいたうつくし作戦県民会議 佐藤名保
10月20日 令和2年度第2回おおいたうつくし作戦県民会議 佐藤名保
11月18日 JAA第1回トレーニングセミナー 冠城貴紀
11月20日 JAZA高病原性鳥インフルエンザ対応講習会 柳澤牧央・西川真帆
12月18日 瀬戸内海西方海域スナメリ協議会 田中　平・柳澤牧央・十万仁志

2021年３月14日 第29回ペンギン会議 西川真帆
３月15日 JAA第1回水族館研究会 澤		修作

３月26日 第4回つくみイルカ研究シンポジウム 田中　平・柳澤牧央・岩田秀一・十万仁志・
冠城貴紀・澤		修作・上迫春香

2-7. 新聞執筆記事
なし

2-8. 雑誌執筆記事
なし

2-9. 書籍
出版年 書籍名・冊子名等 著者 題名
2021年 海棲哺乳類大全(pp. 352, 緑書房) 澤　修作 水族館には大きなクジラはいない
2021年 海棲哺乳類大全(pp. 352, 緑書房) 澤　修作 鯨類のトレーニングと水族館での繁殖
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３. 教育普及活動

活動報告

期間 イベント名 内　　容 場　　所
2020年
４月１日～７月30日·
９月１日～12月22日

の火曜日
あそびーち・遊たいむ イルカ、オットセイ、

ペンギンのパフォーマンス
うみたまご・
あそびーち

４月15日～５月６日·
８月１日～23日 うみたまネイル ネイルアート体験（1000円～） うみたまご・

キッズコーナー隣

８月１日～23日・
10月土日祝祭日 クジラのエサやり体験 ハナゴンドウの餌やり体験（500円） うみたまご・

あそびーち
８月１日～

23日·29日·30日·
12月24日～

2021年１月10日

大回遊水槽のエサやり体験
（バイキング） 魚の餌やり体験（1000円） うみたまご・

大回遊水槽

８月１日～
23日·29日·30日·
11月土日祝祭日

別府湾プールのエサやり体験
（おさかなアイス） 魚の餌やり体験（500円） うみたまご・

別府湾プール

８月９日～10月11日 野菜でパチリ！ 自家栽培のゴーヤを100円で販売、
カワウソと記念撮影

うみたまご・
コツメカワウソ

９月５日～11月１日 ナマケモノの給餌 ナマケモノの給餌観察 うみたまご・
アマゾンプラザ

12月土日祝 サンタダイバーショー 「大回遊水槽のおさかな解説」に
サンタダイバーが登場

うみたまご・
大回遊水槽

2021年

１月１日～３日 獅子舞ダイバーショー 「大回遊水槽のおさかな解説」に
獅子舞ダイバーが登場

うみたまご・
大回遊水槽

２月11日・27日 大回遊水槽ショップダイビング ダイビングショップにより募集された
大回遊水槽の体験ダイビング

うみたまご・
大回遊水槽

３月20日～４月11日 サンタ・カンパニー上映会 海洋ごみをテーマにしたアニメの上映会 うみたまご・
レクチャールーム

3-1. 実施イベント

3-2. お泊り水族館参加者数
なし

3-3. 移動水族館（出張タッチプールや出張生物イベント)
実施日 企画名等 主　催 会　場

2020年７月４日
～７月５日 オレンジフェスタ トヨタカローラ大分本店 トヨタカローラ大分本店（大分市）

７月９日 出張タッチプール たまや やまばと幼稚園（大分市）
７月24日～
７月25日 出張タッチプール たまや SAGATV ハウジングパークPATIO

（佐賀県佐賀市）

９月５日 CHANGE FOR THE BLUE DAY CHANGE FOR THE BLUE
in大分実行委員会 昭和電工ドーム大分（大分市）

10月23日 小さな移動水族館 知育遊クラブ協議会 四恩こども園（宇佐市）

11月11日 小さな移動水族館 知育遊クラブ協議会 慈光保育園（宇佐市）

11月21日 小さな移動水族館 知育遊クラブ協議会 双葉中央こども園（中津市）

11月26日 小さな移動水族館 知育遊クラブ協議会 泉光こども園（宇佐市）
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3. 教育普及活動

3-4. 観察会
実施日 企画名等 主　催 会　場

2020年７月26日 マリーンスクール '20
～きれいな川・海づくり推進～

大分県土木建築部河川課
NPOウォーターセーフティー
マネージメント協会

田ノ浦ビーチ(大分市)

3-5. バックヤードツアー参加者数 3-6. 職場体験・実習生の受け入れ
年月 通常営業分 社会科見学等、臨時分

区　分 学校数 人数
（延べ）

実施日数
（延べ）2020年９月 422

10月 1228 職場体験 0 0 0
11月 1122

インターン
シップ

大学・大学院 5 15 134
12月 100 専門学校 8 21 331

2021年１月 12 高等学校 0 0 0
３月 42 博物館実習 3 4 32

合　計 募集せず 2926

3-7. 出張授業（講演・講話）
講演日 演　者 演　題 主　催 会　場

2020年11月10日
水田琴美 展示水槽ができるまで 大分市立原川中学校 大分市立原川中学校

（大分市）

菊地沙月 人と動物をつなぐ
言葉のサイン 大分市立原川中学校 大分市立原川中学校

（大分市）

11月22日 菊地沙月 人と動物をつなぐ
言葉のサイン

体験型子ども科学館　
O-Labo

大分マリーンパレス水族館
「うみたまご」（大分市）

2021年１月18日
冠城貴紀 海棲哺乳類の飼育・

トレーニングについて
東京コミュニケーションアー
ト専門学校

東京コミュニケーションアー
ト専門学校
（東京都江戸川区）

冠城貴紀 海棲哺乳類の飼育・
トレーニングについて 福岡ECO動物海洋専門学校 福岡ECO動物海洋専門学校

（福岡県博多区）

１月26日 冠城貴紀 海棲哺乳類の飼育・
トレーニングについて 大阪ECO動物海洋専門学校 大阪ECO動物海洋専門学校

（大阪府西区）

２月６日 太田頌悟
水田琴美

We are ECO 2021　
パフォーマンスの部・
うみたまご企画水槽展示

福岡ECO動物海洋専門学校 福岡ECO動物海洋専門学校
（福岡県博多区）

3-8. 出版協力
出版年 書籍・冊子名等 担　当　者 内　　容
2020年 水族館めぐり 衛藤碧海・西川真帆・佐藤名保・山田重隆 情報提供
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活動報告
４. 広報活動

4-1. 報道発表
発表日 内　　　容

2020年３月17日 上映会「サンタ・カンパニー～真夏のメリークリスマス～」
９月25日 ハセイルカの「ハルカ」国内最長飼育記録更新
11月30日 水族館の餌代のクラウドファンディング
12月25日 お正月に向けての展示・イベント「謹賀新年2021」と「獅子舞ダイバー」

2021年３月24日 つくみイルカ研究シンポジウム2021・ウェビナー

取材日 番組名【場所】紹介内容 取材元
2020年
４月２日【うみたまご】うみたまパフォーマンス、コロナウイルスの影響 テレビ大分

４月４日
OBSイブニングニュース【つくみイルカ島】場内プログラム・動物紹介 大分放送
OBSイブニングニュース【うみたまご】4月3日からのパフォーマンス中止 大分放送

４月10日【うみたまご】うみたまご臨時休館 テレビ大分
４月12日 OBSニュース【うみたまご】うみたまご臨時休館について 大分放送
４月14日 アサデス。九州山口【うみたまご】ゴマフアザラシの赤ちゃんのその後 九州朝日放送
４月17日【うみたまご】インスタグラムの『20日間連続配信チャレンジ』 NHK大分
４月18日 ハロー大分【うみたまご】休館中の動物たちの姿や飼育員、開館に向けての準備 テレビ大分
４月21日 TOSニュース【うみたまご】休館中での飼育員動物たちの様子、インスタグラム発信等 テレビ大分
５月１日 いろどりOITA【つくみイルカ島】Twitter動画の動物の種類 NHK大分
５月３日 天才！志村どうぶつ園【うみたまご】休館中の様子 日本テレビ
５月６日 TOSニュース【うみたまご】休館中の水族館 テレビ大分
５月８日 じもっと！OITA【うみたまご】休館中の生き物たちの様子 大分朝日放送
５月16日

れじゃぐる【つくみイルカ島】イルカの出産 大分朝日放送
５月17日
５月27日【うみたまご】あそびーち・オットセイ・コツメカワウソ 大分放送

６月１日
【うみたまご】営業再開、コロナウイルス対策 テレビ大分
【うみたまご】営業再開 大分放送
れじゃぐる【うみたまご】営業再開 大分朝日放送

６月13日 かぼすタイム【うみたまご】感染防止対策、あそびーちの動物たち、2Fカフェ 大分放送
６月25日 じもっと！OITA【うみたまご】県境をまたぐ外出規制解除後の動向 大分朝日放送
６月26日 めざましテレビ【うみたまご】イケメントレーナーの紹介 フジテレビ
７月１日 OBSニュース【うみたまご】イルカパフォーマンスの再開 大分放送
７月２日 NHKニュース【うみたまご】うみたまパフォーマンスの再開 NHK大分

７月22日
OABニュース【うみたまご】GO TOキャンペーン開始と4連休に向けての対策と賑わい 大分朝日放送
TOSニュース【うみたまご】GO TOキャンペーン開始とコロナ対策 テレビ大分

７月23日
OBSニュース【うみたまご】4連休の賑わい 大分放送
笑神様は突然に　夏スペシャル【うみたまご】ほっしゃん。vs セイウチのチューブ対決 福岡放送

８月１日
ハロー大分【うみたまご】あそびーちのクジラのエサ、ペンギン散歩 テレビ大分
飼育員は見た！動物たちの決定的瞬間【うみたまご】コツメカワウソとトドの紹介 NHK大分
ハロー大分【うみたまご】あそびーちのクジラのエサ、ペンギン散歩 テレビ大分

８月３日 ゆ～わくワイド＆News【うみたまご】夏休みの来館者数 テレビ大分
８月４日 OBSイブニングニュース【つくみイルカ島】つくみマルシェ、イルカのジャンプ 大分放送
８月５日 ももち浜ストア【うみたまご】あそびーちのクジラのエサ、ペンギン散歩 テレビ西日本

4-2. テレビ放送・ラジオ放送
テレビ放送
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4. 広報活動

取材日 番組名【場所】紹介内容 取材元
８月８日 れじゃぐる【うみたまご】あそびーちのクジラのエサ、ペンギン散歩 大分朝日放送
８月10日 おはようナイスキャッチ【うみたまご】あそびーちのクジラのエサ、ペンギン散歩 大分放送
８月12日 ゆ～わくワイド＆News【つくみイルカ島】水中パフォーマンス テレビ大分
８月16日 NHK【うみたまご】給餌イベント NHK大分
８月24日【うみたまご】夏休みを振り返って テレビ大分
８月26日 ハロー大分【うみたまご】しんけん！イケ麺 テレビ大分
９月１日 金様の鍵【つくみイルカ島】場内プログラム、給餌解説、つくみマルシェ 大分朝日放送
９月８日 おはようナイスキャッチ【つくみイルカ島】給餌解説、イルカと泳ごう！ 大分放送
９月14日【うみたまご】タカアシガニのゾエア幼生 大分朝日放送

９月21日
【うみたまご】４連休の賑わい、イルカのパフォーマンス、ナマケモノの給餌 大分放送
TOSニュース【うみたまご】４連休の賑わい、うみたまパフォーマンス テレビ大分

９月22日【うみたまご】４連休の賑わい、イルカのパフォーマンス、ナマケモノの給餌 大分朝日放送

９月24日 カメラ男子　プチ旅行記【うみたまご】あそびーちのオットセイ ホームドラマ
チャンネル

９月28日【うみたまご】ハセイルカ国内最長飼育記録更新
テレビ大分
大分朝日放送
大分放送

９月29日
【うみたまご】ハセイルカ国内最長飼育記録更新 NHK大分
ゆ～わくワイド＆News【うみたまご】トドのトレーニング、イルカのパフォーマンス テレビ大分

10月２日
スーパーJチャンネル【うみたまご】ハセイルカ国内最長飼育記録更新 テレビ朝日
Live News イット!【うみたまご】ハセイルカ国内最長飼育記録更新 フジテレビ

10月５日 サタデココ【うみたまご】トドのトレーニング、あそびーちペンギンの散歩 くまもと県民テレビ
10月10日 OAB大感謝祭もっとJIMOTTO!【つくみイルカ島】いるかのパフォーマンス、つくみマルシェ 大分朝日放送

10月23日
イロドリOITA【うみたまご】動物の出張イベントの準備風景と実施風景 NHK大分
じもっとおおいた【うみたまご】動物の出張イベントの準備風景と実施風景 大分朝日放送

11月12日 金曜ほのボーノ【つくみイルカ島】GO TOトラベルキャンペーンと施設全般 あいテレビ
11月16日 OBSイブニングニュース【うみたまご】豊後大野市の大野川にサケ遡上 大分放送

11月22日
OBSニュース【うみたまご】3連休の賑わい、うみたまパフォーマンス 大分放送
OABニュース【うみたまご】3連休の賑わい、うみたまパフォーマンス 大分朝日放送

11月23日【うみたまご】3連休の最終日の様子、3連休の状況 テレビ大分
12月２日 ゆ～わくワイド＆News【うみたまご】クラウドファンディング テレビ大分
12月９日【うみたまご】クラウドファンディング テレビ大分

12月10日
【うみたまご】クラウドファンディング NHK大分
かぼすタイム増刊号【つくみイルカ島】イルカのトレーニングの解説、イルカとパチリ！、ファ
ミリーフィッシング、ぱくぱくアザラシ 大分放送

12月13日 名曲！旅の詞～日本全国歌碑めぐり～4【つくみイルカ島】 BSフジ
12月16日【うみたまご】クラウドファンディング 大分朝日放送
12月22日【うみたまご】クラウドファンディングの返礼品の準備風景 大分放送
12月25日【うみたまご】大回遊水槽のサンタ・ダイバー テレビ大分
2021年
１月２日【うみたまご】干支展、うみたまパフォーマンス 大分放送
１月５日 NHKニュース【うみたまご】コロナ禍の中、観光業の今年 NHK大分
１月11日 世界のド肝を抜いた衝撃“神”映像【うみたまご】うみたまパフォーマンスのセイウチ TBSテレビ
１月13日 ゆ～わくワイド＆News【うみたまご】クラウドファンディングの返礼品の準備風景 テレビ大分
１月24日 噂の!東京マガジン【うみたまご】クラウドファンディング TBSテレビ
１月27日 めざましテレビ【うみたまご】クラウドファンディング フジテレビ

テレビ放送
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活動報告

取材日 番組名【場所】紹介内容 取材元
１月30日 めざましどようび【うみたまご】クラウドファンディング フジテレビ
２月１日【うみたまご】クラウドファンディング NHK大分
２月５日 真相報道バンキシャ！【うみたまご】クラウドファンディング 日本テレビ
２月11日 ゆ～わくワイド＆News【つくみイルカ島】営業再開とイルカのトレーニングの解説 テレビ大分

２月15日
めざましテレビ【うみたまご】セイウチぶぶの手遊び、結んで開いて フジテレビ
ミント！【うみたまご】セイウチぶぶの手遊び、結んで開いて 毎日放送

２月21日 TOSニュース【うみたまご】岩田高校・ＡＰＵの留学生の日本語学習 テレビ大分
３月13日 おおいたエナジーTV【うみたまご】トドのトレーニング、イルカのパフォーマンス 大分放送
３月17日 じもっと！OITA【うみたまご】クラウドファンディングご馳走プレゼント 大分朝日放送

３月21日
News イット!【うみたまご】アニメ「サンタ・カンパニー」の上映 フジテレビ
TOSニュース【うみたまご】アニメ　サンタ・カンパニーと海洋ゴミ テレビ大分

３月25日
ももち浜ストア【うみたまご】トドのトレーニング、イルカのパフォーマンス テレビ西日本
モーニングショー【うみたまご】トドの餌キャッチ テレビ朝日

３月27日【うみたまご】トドの餌キャッチ
朝日放送
日本テレビ

３月30日 ほっとはーとOITA【つくみイルカ島】施設全般 テレビ大分

ラジオ放送
なし

テレビ放送
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4. 広報活動

取材日 見出し【場所】紹介内容 取材元
2020年
７月７日【つくみイルカ島】イルカのパフォーマンス シティー大分

新聞
取材日 見出し【場所】紹介内容 取材元
2020年

４月４日 新型コロナにぎわい消えた街外出自粛、
初の週末観光地人影まばら【うみたまご】館内消毒、パフォーマンスの中止 読売新聞

４月10日 新型コロナ外出自粛中の癒やしに休園のうみたまご、高崎山生き物の日常、
動画配信【うみたまご】臨時休館、20日間連続配信チャレンジ 大分合同新聞

４月12日 生きものフォトコレクション【うみたまご】スタッフ自由帳　西山英里さん 大分合同新聞
４月26日【うみたまご】20日間連続配信チャレンジ 読売新聞
４月下旬【つくみイルカ島】休場中のTwitter投稿 大分合同新聞

５月上旬 赤ちゃん25頭誕生アフリカンサファリ
もうすぐ誕生つくみイルカ島【つくみイルカ島】イルカの妊娠と出産 大分合同新聞

５月12日 生きものフォトコレクション【うみたまご】スタッフ自由帳　首藤裕子さん 大分合同新聞
５月下旬 イルカ母子死ぬ出産兆候容体が悪化【つくみイルカ島】イルカの繁殖 大分合同新聞

５月29日
うみたまご高崎山1日から再開新型コロナ感染防止へ準備は万端
【うみたまご】営業再開前のコロナ対策 大分合同新聞

高崎山とうみたまご再開へ【うみたまご】営業再開前のコロナ対策 大分合同新聞
５月31日「3密」防ぎ営業再開きょうからうみたまご、高崎山【うみたまご】営業再開前のコロナ対策 読売新聞

６月６日
【うみたまご】営業再開してから初の週末 読売新聞
「うみたまご」にぎわい戻る再開後初の週末【うみたまご】営業再開してから初の週末 毎日新聞

６月７日
【うみたまご】営業再開から初めての土曜日、感染予防対策 朝日新聞
再開後初の週末静かに大分の「うみたまご」【うみたまご】営業再開してから初の週末 朝日新聞

６月９日 ナマケモノがやって来た！【うみたまご】ナマケモノ展示再開 大分合同新聞
６月16日 生きものフォトコレクション【うみたまご】スタッフ自由帳　安藤美香さん 大分合同新聞
７月４日 イルカのショーに歓声うみたまご【うみたまご】パフォーマンスを再開して初めての土日 読売新聞
７月７日 生きものフォトコレクション【うみたまご】スタッフ自由帳　薬師寺麻衣さん 大分合同新聞

７月20日 新型コロナ県内誘客「安全に」GoToトラベルあすスタート　ホテルなど対策徹底
【うみたまご】キャンペーンスタート前のコロナ対策 大分合同新聞

８月３日 生きものフォトコレクション【うみたまご】スタッフ自由帳　小嶋剛史さん 大分合同新聞
８月14日【うみたまご】大回遊水槽の給餌体験 毎日新聞
８月22日 ひんやり広々エサやり体験うみたまご今月限定【うみたまご】夏休みの給餌体験 朝日新聞

８月28日 杏華撮り！in大分 AKB48山田杏華動物のスローライフ観察
【うみたまご】あそびーちのナマケモノ 読売新聞

９月５日【うみたまご】別府湾で捕獲された全長3.4メートルのアオザメ頭部 大分合同新聞
９月９日 生きものフォトコレクション【うみたまご】スタッフ自由帳　上迫春香さん 大分合同新聞
９月12日 ナマケモノのお食事姿うみたまご【うみたまご】ナマケモノの給餌 読売新聞

９月27日 ハセイルカ飼育国内最長うみたまごのハルカ今月5日に更新
【うみたまご】飼育国内最長記録樹立 読売新聞

９月29日

ハセイルカ飼育国内最長うみたまごの「ハルカ」12年6カ月18日を更新
【うみたまご】飼育国内最長記録樹立 毎日新聞

ハセイルカの飼育国内最長記録更新うみたまごの「ハルカ」、12年半超
【うみたまご】飼育国内最長記録樹立 大分合同新聞

大分マリーンパレス水族館「うみたまご」のハセイルカ「ハルカ」国内最長飼育記録更新中
【うみたまご】飼育国内最長記録樹立 西日本新聞

10月６日【うみたまご】飼育国内最長記録樹立 共同通信社

4-3. 印刷媒体・ウェブ媒体・その他
雑誌
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活動報告

新聞
取材日 見出し【場所】紹介内容 取材元

10月８日 研究進め、生態解明したい　国内最長の飼育記録を更新したハセイルカの担当スタッフ
十万仁志さん(42)【うみたまご】ハセイルカの飼育 大分合同新聞

10月14日 生きものフォトコレクション【うみたまご】スタッフ自由帳　加藤千鶴さん 大分合同新聞

10月23日 コロナ禍に想う　談論おおいた逆境から新しいものを　マリーンパレス社長橋本均さん(69)
大分市【うみたまご】 大分合同新聞

11月12日 令和3年新春トップインタビュー【うみたまご】代表取締役社長のインタビュー 大分合同新聞
11月15日 大野川にサケ県内21年ぶり確認【うみたまご】シロザケの迷入・遡上 大分合同新聞
11月16日【うみたまご】別府市のグッピー 読売新聞

12月６日 ぼくたちの餌代ピンチ入場料収入減のうみたまごがCFひと味違う返礼品用意
【うみたまご】クラウドファンディング 大分合同新聞

12月７日
生きものフォトコレクション【うみたまご】スタッフ自由帳　島田郁貴さん 大分合同新聞
餌代をお願いします！うみたまごがCFカワウソ手形、サメの歯　
返礼品人気【うみたまご】クラウドファンディング 西日本新聞

12月８日 うみたまごクラウドファンディング【うみたまご】クラウドファンディング 朝日新聞

12月12日
「うみたまご」がCF　
海の生き物たちの飼育費カワウソの手形など返礼品【うみたまご】クラウドファンディング 毎日新聞

生きものフォトコレクション【うみたまご】スタッフ自由帳　飯田夏帆さん 大分合同新聞
12月14日【うみたまご】クラウドファンディング 共同通信

12月21日 うみたまごCF特典人気　餌代へ31日まで募集　コツメカワウソの手形　ペンギンの羽【うみたまご】カワウソの手型づくり 読売新聞

12月30日 平穏願って迎春準備　うみたまごウシやアマビエ展示⁉【うみたまご】干支展 大分合同新聞
12月31日 うみたまご良い年に　新年にちなむ生物集合【うみたまご】干支展 朝日新聞

2021年

１月３日 アマビエに似てる？大分マリーンパレス水族館「うみたまご」
干支の丑や正月にちなんだ生き物展【うみたまご】干支展 毎日新聞

１月８日 生きものフォトコレクション【うみたまご】スタッフ自由帳　佐々木裕己さん 大分合同新聞

１月13日 おおいたのクラウドファンディング　水族館「うみたまご」の挑戦
ユニークなリターンで餌代支援 大分合同新聞

１月14日 アマビエ似？生き物5種類大分市のうみたまご展示【うみたまご】干支展 西日本新聞

１月22日 うみたまごCF「サンドイッチ」最高額「餌代に」寄付続々1300万円超【うみたまご】セイウチ108煩悩Tシャツ 大分合同新聞

１月下旬

MY HISTORYマリーンパレス相談役二宮吉男さん【うみたまご】①受験で人生最大の挫折 大分合同新聞
MY HISTORYマリーンパレス相談役二宮吉男さん【うみたまご】②浪人の末思わぬ出会い 大分合同新聞
MY HISTORYマリーンパレス相談役二宮吉男さん【うみたまご】③「うちの支配人になれ」 大分合同新聞
MY HISTORYマリーンパレス相談役二宮吉男さん【うみたまご】④厳しくも素晴らしき親分 大分合同新聞
MY HISTORYマリーンパレス相談役二宮吉男さん【うみたまご】⑤後継指名重圧との闘い 大分合同新聞
MY HISTORYマリーンパレス相談役二宮吉男さん【うみたまご】⑥人気を呼んだ海の名優 大分合同新聞
MY HISTORYマリーンパレス相談役二宮吉男さん【うみたまご】⑦継承される上田イズム 大分合同新聞

２月８日 生きものフォトコレクション【うみたまご】スタッフ自由帳　徳部彩華さん 大分合同新聞
２月17日【うみたまご】山田水産からの餌の寄贈 大分合同新聞
２月24日 家事も育児も悩まず一生懸命やる【うみたまご】働く女性にエール　田中理子さん 大分合同新聞
３月４日【うみたまご】クラウドファンディング 読売新聞
３月５日 発見！生きものメモ　ミズクラゲ【うみたまご】ミズクラゲ 大分合同新聞

３月26日 イルカ繁殖の研究結果発表　大分市のうみたまご　
シンポジウム【うみたまご】つくみイルカ研究シンポジウム2021・ウェビナー 大分合同新聞
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4. 広報活動

取材日 見出し【場所】紹介内容 取材元
2020年
５月28日 心通う仲間と、笑顔あふれる場所に【つくみイルカ島】職員と施設紹介 ツーリズムおおいた
７月30日 別府温泉おもてなし再開【うみたまご】あそびーちのイルカとペンギン 別府市
８月11日 九州旅ネット【つくみイルカ島】場内イベントと施設紹介 九州観光推進機構

８月24日 どうぶつ奇想天外／WAKUWAKUチャンネル【うみたまご】セイウチの赤ちゃん、どうぶつ回転エサ取り実験 TBSテレビ

９月22日 大分・別府観光特集【うみたまご】あそびーち、イルカパフォーマンス、ショップ紹介 Yahoo! JAPAN

９月30日
ツーリズム大分【うみたまご】あそびーちのオットセイ・ペンギン・施設紹介 ツーリズムおおいた
ツーリズム大分【つくみイルカ島】イルカパフォーマンス、イルカと泳ごう ツーリズムおおいた

10月９日

みんなの九州デジタルスタンプラリーPR動画（HKT栗山梨奈さん）イルカPF、あそびーち 獣類
荘厳な石仏に絶景、グルメ！大分県南部のオススメスポット10選【つくみイルカ島】施設紹介 MATCHA
みんなの九州デジタルスタンプラリー
【うみたまご】HKT48の栗山梨奈さんがイルカのパフォーマンスの体験 Mercury・JR九州

10月28日【つくみイルカ島】イルカパフォーマンス、イルカとパチリ！、イルカと泳ごう ツーリズムおおいた

10月31日 日本九州冬日火车秘汤巡礼【うみたまご】あそびーち、大回遊水槽、うみたまパフォーマンス
（セイウチのふれあい）、館の外観 株式会社NEXTOUR

11月21日
大分で正社員になろう！くらしとおしごと体感オンラインツアー vol.3
【つくみイルカ島】イルカパフォーマンス、ペンギン、えさポン

津久見市役所
商工観光課

【うみたまご】SNSを通じて中国国内に魅力を発信 中和国際
12月13日 NonStop動物知識LIVE＠大分うみたまご【うみたまご】館内の哺乳類と鳥類の解説 TikTok

12月18日 ドローンでみるおんせん県おおいた【つくみイルカ島】イルカパフォーマンス、イルカとパチリ！、イルカと泳ごう ツーリズムおおいた

12月23日 お客様の声【つくみイルカ島】電気を新電力おおいたに切り替えた理由 新電力おおいた
2021年

２月６日 Oita's BIGGEST aquarium Umitamago【うみたまご】イルカパフォーマンス、
うみたまパフォーマンス OITA MIDTOWN

３月21日 DAIWA CHANNEL【つくみイルカ島】イルカとあそぼ！ Daiwa

３月22日 飼育員がセイウチに“鬼肩”の魚レーザービーム！「阪神のスカウトマン見てるか？」
ネット騒然【うみたまご】トドの餌やり

ABEMA『週刊
BUZZ動画』

３月24日 林萍在日本【うみたまご】イルカショー、あそびーち、アートコーナー、2FCafe、ショップ Weibo・大分市
観光課

その他
取材日 見出し【場所】紹介内容 取材元
2020年
７月８日【うみたまご】イルカパフォーマンス、施設紹介 at home TIME
７月12日【うみたまご】施設紹介 大分市市政要覧
９月８日【うみたまご】あそびーちのペンギン ぷらざ
10月11日【うみたまご】うみたまパフォーマンス、セイウチ ソラタネ

ウェブサイト
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1. 年間入館者数変遷

年間総入館者…312389人
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1 0 17 35 38 33 35 42 26 13 15 34

1 0 1 1 0 2 5 6 2 0 0 1

0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0

2 0 18 36 39 37 41 49 28 14 15 36

0

10

20

30

40

50

60

1. 年間入館者数変遷

年間総入館者数… 312,389 人

2. 年間取水温度変遷

年間平均水温… 17.6 ℃
年間最高水温… 25.3 ℃（９月16日）
年間最低水温… 10.3 ℃（３月３日）
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4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
●平均 13.3 15.4 18.3 20.4 21.7 24.2 23.3 20.8 17.0 13.5 11.8 11.4
■ 最高 13.9 17.2 19.7 21.5 23.7 25.3 24.2 22.5 19.2 14.7 12.1 12.1
■ 最低 12.6 13.9 16.7 19.1 20.5 23.2 22.5 19.4 14.9 12.1 11.4 10.3

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
有料一般 1 0 17 35 38 33 35 42 26 13 15 34
有料団体 1 0 1 1 0 2 5 6 2 0 0 1
無　料 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0
合　計 2 0 18 36 38 37 41 49 28 13 15 35



大分マリーンパレス水族館「うみたまご」

2020 年度　年次報告
令和４年３月１日発行

編纂／星野　和夫
　　　今井　謙介

発行／株式会社マリーンパレス
〒 870-0802　大分市神崎字ウト 3078番地 22

TEL 097-534-1010 FAX 097-534-1013

あとがき

Ⓒ本誌掲載の記事、写真等の無断複写・複製転載を禁じます。

2021 年 4月を迎え、水族館「うみたまご」は 17周年、つくみイルカ島は 10周年を迎
えました。本報発行も 6年目です。一昨年より発生したウィルスによるコロナ禍は本年に
も引き続き、両施設とも 2020 年 4月より 5月に臨時休館・休園を余儀なくされました。6
月の営業再開にあたっては感染対策の一環でパフォーマンスの見直しや縮小などをしつつ
実施してきました。特に 10周年を迎えるつくみイルカ島では、本来であれば大々的に記念
イベント等が行われていたはずであることを考えると、とても残念です。
本報が対象とする学芸活動に関しても大幅に活動の縮小が行われる結果となりました。
来年度以降に復帰することを期して、過去に行った活動の項目は残し、実績として「なし」
と記載しました。この原稿を書いている 2022 年 2月は第 6波として過去の流行以上の感
染者数を記録しています。外部環境としてはわざわいと言えるコロナ禍でした。一方、内
部では様々な新規の展示の充実やイベントなどが、種々の制約のなか企画・実施されてきま
した。年間を通してみると大きく減少した入館者数ですが、感染者数の減少と逆相関で増
える傾向がみられます。今も我慢の日々は続いています。しかしながら今後来るであろう
コロナ禍の克服後に現在の活動を礎として、人と生き物とのよりよい関係が築かれると願っ
てやみません。

2020 年度年次報告編纂委員
今井　謙介
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