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枠│水族館で展示した生きもの、ビオトープの生きものたち
中央│長崎ペンギン水族館で飼育したことがあるペンギン
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夢と感動を与え続ける年中夢求の水族館に
～開館20周年にあたって～

一般財団法人
長崎ロープウェイ・水族館
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
理事長　池田 尚己

　長崎ペンギン水族館は、平成13年に誕生し、令和3年4月22日をもっ

て、めでたく20周年を迎えることができました。これもひとえに、多くの皆様方

のご支援とご理解の賜物と深く感謝申し上げます。

　当館は、世界一の飼育種数（9種類）を有する、ペンギンに特化したオ

ンリーワンの水族館、まさしく「ペンギンの聖地」として、これまでも460万人

を超える多くの市民や観光客の皆様に愛され親しまれてきました。

なかでも、世界初の取り組みとして、平成21年に自然の海を展示場として

開設された「ふれあいペンギンビーチ」は、ペンギンたちの飼育環境の向

上対策として高い評価を受け「エンリッチメント大賞」を受賞いたしました。

　また、令和元年度にペンギン来崎60年を記念して「ペンギン会議全国

大会」を初めて長崎市で開催したところ、国内外から300名を超えるペン

ギンファンにお集まりいただき活発な意見交換会が行われるなど、ペンギン

の人気と関心の高さを再認識いたしました。　

　水族館には、ペンギンだけでなく、魚種が豊富な長崎ならではの魚や海

の生き物たちの約150種（令和2年12月末）の展示のほか、長崎里山の

DNAを引き継いで再現したビオトープなど、様々な生きものたちの世界観

を味わえる場所として、また、自然に触れ合える場所としても楽しんでいただ

いています。

　昨年からの新型コロナウイルスの感染拡大により、私たちはかつてない

危機に直面していますが、このことは命の大切さを改めて実感する機会に

なりました。

　このような中、開館20周年の記念として、これまでの長崎ペンギン水族

館の歩みや来館していただいた皆さんとの思い出を掲載した写真集を発

刊する運びとなりました。生きものたちの素晴らしさや命の輝き・尊さ、自然

環境の大切さなどを、多くの方に感じていただければ幸いです。

　今後とも、30年、40年と年中夢求で夢と感動を与え続けるよう職員一

丸になって努めてまいりたいと思います。

　地域の皆様をはじめ関係各位の皆様の一層のご支援を賜りますようあ

らためてお願い申し上げます。

長崎市長あいさつ

長崎市長
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
田上 富久

　長崎ペンギン水族館は、令和3年4月22日に記念すべき開館２０周年

を迎えることとなりました。20年という長きにわたり、長崎ペンギン水族館を

愛し、ご利用いただいた長崎市民の皆様をはじめ、ご支援をいただいた多

くの方 に々心から感謝申し上げます。

　ペンギン水族館は、地球上に生息するペンギン18種類のうち、9種類を

飼育している、世界で一番、飼育種類が多い水族館です。

　この飼育種類世界最多をキャッチコピーとして、ペンギンのマスコットキャ

ラクター「アバちゃん」「ヒミちゃん」をはじめとした積極的な広報活動を実施

したことにより、これまで460万人を超える方にご来館いただきました。

　また、これまで「ビオトープ」などの自然体験ゾーンの整備や、「バーチャ

ルシアター」のリニューアルなど、ペンギン水族館の魅力を高めるために、

様 な々取り組みを進めてまいりました。

　なかでも、自然の海でペンギンが泳ぐ姿を見ることができ、ビーチでペン

ギンたちとふれあうことができる「ふれあいペンギンビーチ」は、世界初の取り

組みとして、多くの来館者にご好評をいただいています。

　開館20周年を契機として、ペンギン水族館がペンギンたちとのふれあい

や自然体験を楽しむことができる場所として、また、環境・生態系の学習の

場として、家族連れの皆様方や様々な年齢層の方が楽しめるよう、飼育・

展示・イベント等の一層の充実を図り、何度でも訪れていただけるような魅

力ある施設となるよう取り組んでまいります。

　今後とも、皆様方のご支援を賜りますようお願い申し上げます。

令和3年1月吉日

《思い出写真》 第28回ペンギン会議全国大会（長崎）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （2020）

《思い出写真》 開館15周年記念セレモニー（2016）

《思い出写真》 ふれあいペンギンビーチ（2009）
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市長あいさつ

理事長あいさつ
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開館20周年によせて

ペンギン会議研究員、
国際自然保護連合(IUCN)
ペンギン・スペシャリスト・グループ
(PSG)メンバー
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
上田 一生

　開館20周年、心からお祝い申し上げます。2001年にオープンした長崎
ペンギン水族館の歴史は「21世紀の歴史」でもあります。また、新しい世紀
の幕開けに生まれた方々は、今年二十歳を迎えます。世界初、世界唯一

の「ペンギン水族館」も、いよいよ大人としての歩みを始めるわけです。その

記念すべき年に立ち会える幸せを、関係者、利用者の皆様と分かち合うと

共に、これまでこの水族館を愛し支えてこられた方々に、深い感謝と敬意と

を捧げます。

　ペンギンという生きものは、幸いなことに、世界中の人々から肯定的に評

価され好意を寄せられる存在です。2021年現在、世界には18種、１億５
千万羽ほどのペンギンがいると考えられています。そのうち、12種、16000
羽ほどが1100ヵ所ほどの動物園・水族館などの施設で飼育・展示され
ているのです。ペンギンは、野生のものも飼育下のものも、多くの人々から注

目され、様々な話題を提供してきました。最近では、ガランとして観客がいな

い水族館の中を、あちこち楽しげに見て歩くペンギンの動画がネット上で人

気を集めました。新型コロナウイルスの世界的蔓延で、自宅での生活を強

いられた人々の心に、なにか温かい贈り物を届けられる存在。それがペンギ

ンなのです。

　2001年の「世界十大ニュース」には、「気候変動枠組み条約第７回
締約国会議(COP７)」でいわゆる「京都議定書」の運用ルールについて
最終合意が成立したことが上げられます。二酸化炭素などの温室効果ガ

ス削減が人類共通の目標として、初めて具体的に掲げられたのです。今、

国際社会では、それを科学的に立証する基本的データの１つとして、野生

のペンギンに関する研究が重視されています。つまり、22世紀に向かって、
ペンギンには「環境センサー」としての役割が期待されているのです。長崎

ペンギン水族館が果たす役割はますます注目され、活躍の可能性はさらに

高まっていくに違いありません。

　長崎市と長崎ペンギン水族館のご発展を、心からお祈り申し上げます。

Contents
2016年、「長崎ペンギン水族館開館15周年記念
セレモニー・講演会」の時、当時の楠田幸雄館長が
撮影して下さいました。

《思い出写真》 
1994年８月、南アフリカのボールダーズビーチにて、
上田撮影。「ふれあいペンギンビーチ」の原点となった
光景。サイモンズタウン近くのこのビーチでは、人と野
生のケープペンギンとが一緒に泳ぐことができました。
今では、ペンギン保全のため、人の立ち入りは禁止さ
れています。こういう光景と環境とを、ぜひ取り戻した
いものです。



 │ 7月1日
     ●機関紙「逢qua」創刊号発行 
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 │ 3月19日
     ●長崎水族館から
　　  長崎ペンギン水族館へ
　　  ペンギンたちが引っ越し

 │ 8月19日
     ●初繁殖のマゼランペンギン「さつき」、
        　　　　フンボルトペンギン「フー」の命名式

 │ 11月17日
     ●初繁殖のジェンツーペンギンの
　　 幼鳥「クッキー」の命名式

 │ 2月11日
     ●キングペンギン「ぎん吉」永眠　
　　 飼育記録39年9ヵ月の世界最長飼育記録達成 

 │ 5月20日
     ●入館者10万人達成記念セレモニー 4月22日 ●ボランティア活動開始

8月16日 ●入館者20万人達成
9月15日 ●キングペンギン「ぎん吉」の長寿を祝う会 
9月15日 ●敬老の日にちなみ（旧）長崎水族館にあった「オサガメ」剥製展示開始 

1月26日 ●入館者30万人達成セレモニー 
6月22日 ●ボランティアによるバックヤードツアー 開始

 │ 4月22日
     ●長崎ペンギン水族館オープニングイベント



 │ 4月1日
     ●自然体験ゾーン海浜部オープン
　　  カヤック体験の様子

2003
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（平成16年）
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 │ 2月11日 
     ●キングペンギン「ぎん吉」
　　 剥製除幕式 実施

 │ 9月20日 
     ●第1回飼育係のこぼれ話「プラー・ブックの話」開催 

 │ 4月20日
     ●初繁殖のケープペンギンの幼鳥「うみ」「そら」の命名式  │ 7月17日  

     ●野生ペンギンからのメッセージ展を開催

 │ 10月18日 
     ●釡山アクアリウムと姉妹館締結式を
　　 長崎市役所で行う

 │ 8月7日  
     ●ボランティア活動 紙芝居「フジとなかまたち」開催



 │ 2月1日    
     ●コガタペンギン飼育施設とペンギングッズギャラリーが完成し、
　　 オープニングセレモニーを開催

 │ 7月29日   
     ●ペンギンの羽が入ったオリジナル
　　 キーホルダー・ストラップ販売開始

2005
（平成17年）

2006
（平成18年）
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 │ 7月24日  
     ●入館者100万人達成  

 │ 11月24日  
     ●釡山アクアリウムと生物交換としてオオウナギ1尾を搬出 

 │ 4月15日 
     ●コガタペンギン 初入館

 │ 7月15日  
     ●ペンギンの水中給餌
　　 「ペンギンとダイバーのふれあいランチタイム」開始 12月9日 ●当館が博物館相当施設に指定される 



 │ 9月17日  
     ●キングペンギン「ペペ」の敬老祝いと
　　 30歳の誕生日会を実施

2007
（平成19年）

2008
（平成20年）

1 31 2

 │ 7月19日 期間限定  
     ●ケープペンギンのお散歩イベントを開始
　　  （2009年まで実施）

 │ 6月19日  
     ●当館初のキングペンギンが誕生

 │ 1月7日～  
     ●海のランタン展 開催

       9月14日 
－－－－－－－－－－－－－－－－

       ●金斗鉉先生の
　　　 「ぼくもわたしもペンギンアーティスト」を開催 

 │ 6月10日 
     ●ボランティア企画 「ボランティア展」を開催

 │ 2月7日  
     ●長崎市内幼稚園児のペンギン作品
　　 「ペンギンだらけ展」を開催9月23日  ●入館者150万人達成記念セレモニーを実施
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2009
（平成21年）

2010
（平成22年）

 │ 10月18日   
     ●入館者200万人達成セレモニーを開催 

 │ 3月15日 
     ●初繁殖のキングペンギンの幼鳥「ジュン」の命名式を実施

 │ 7月29日 
     ●ふれあいペンギンビーチに
　　 観察・餌やり体験ステージを増設 

 │ 7月11日 
     ●「ふれあいペンギンビーチ」スタート オープニングセレモニーを開催 

 │ 5月8日  
     ●フンボルトペンギンのヨチヨチお散歩開始 

 │ 2月18日  
     ●釡山アクアリウムへ姉妹館締結5周年事業で
　　  ケープペンギン3羽とトラフザメ（1個体）・トンガリサカタザメ（2個体）を生物交換

 │ 7月7日～  
     ●海フェスタながさき記念企画「長崎の母なる海展」開催



　　9月16日  
－－－－－－－－－－－－－－－－

       ●砕氷艦「しらせ」長崎入港歓迎セレモニーにて、
　　　  「南極の氷」贈呈

1 71 6

2011
（平成23年）

2012
（平成24年）

 │ 4月23日   
     ●キングペンギンの幼鳥 命名式「なないろ」に決定

 │ 8月27日   
     ●サマーナイト水族館

 │ 3月19日  
     ●開館10周年のあゆみ展開催

 │ 9月22日
　   ●キングペンギン「ペペ」ちゃんのお別れ会
　   　8月20日永眠 （34歳10ヶ月）

 │ 3月17日
　   ●「バーチャルシアター」リニューアルオープン 

 │ 6月5日    
     ●自然体験ゾーン（ビオトープ）にて発見された
　　 絶滅危惧種「エサキアメンボ」報道発表
 　　※長崎県では「絶滅危惧ⅠA類（CR）」に指定されている

2月26日  ●入館者数250万人達成記念セレモニー
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2013
（平成25年）

2014
（平成26年）

5月4日  ●入館者300万人達成セレモニー 

　　　5月31日
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　　　●（公財）日本動物愛護協会
　 　　　第6回日本動物大賞授賞式
　 　　　キングペンギン「ぺぺ」が功労賞を受賞 │ 6月8日  

     ●田井基文写真展「KIDZOO」

 │ 6月23日 
     ●田井基文氏講演会
　　 「世界の動物園とこどもたち」

 │ 2月15日  
     ●キングペンギン幼鳥2羽の命名式
　　  8月10日生まれ「ハート」、8月25日生まれ「ニコ」に決定

 │ 3月21日   
     ●キングペンギン「ペペ」ちゃん(右) はく製除幕式
　　 父親のぎん吉 (左) と一緒に展示

 │ 4月24日   
     ●橘湾（牧島町）の定置網でリュウグウノツカイが
　　  捕獲される（橘湾初記録、全長106㎝）

 │ 11月23日・24日   
     ●ふれあいペンギンビーチの「エンリッチメント大賞2013」　
　　  受賞記念イベント「ペンギン海でイワシを追う！」

 │ 12月7日   
     ●市民ZOOネットワーク主催
　　  エンリッチメント大賞 表彰式へ出席 



7月11日
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

●長崎ペンギン水族館
　　  マスコットキャラクター「アバちゃん」
　　  バルーン除幕式開催

 │ 5月23日    
     ●当館初 コガタペンギン2羽が生育
　　 （人工育雛）

 │ 10月3日    
     ●コガタペンギン2羽の命名式
　　 1羽目 「アニー」 、2羽目「エミリー」に決定

 │ 1月11日   
     ●「日見地区成人式」水族館で初開催

2 12 0

2015
（平成27年）

2016
（平成28年）

 │ 4月22日～24日 
     ●開館15周年セレモニーを開催

 │ 4月24日
     ●ボランティア活動 紙芝居「アニーとエミリー」開始

 │ 7月16日
     ●開館15周年記念 特別企画
　　  栗林慧写真展～昆虫の世界～開催

 │ 1月24日
     ●長崎市で観測史上最高 17cmの積雪

 │ 7月23日
     ●新イベント「ペンギンと水遊ビーチ！」 開催

　　　12月10・11日 
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　　　●ペンギン水族館＆夜景
            恋活ツアー 開催

 │ 3月20日   
     ●ヒゲペンギン歓迎セレモニー 開催
　　 名古屋港水族館より3羽、アドベンチャーワールドより4羽搬入

5月3日  ●開館15周年記念
　 　　   FM長崎「アバトーーク！ スペシャル公開生放送」実施
5月21日  ●入館者350万人達成セレモニー



　　　10月29日
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　　　●計量記念日イベント
　　  　 ジェンツーペンギンの体重当てクイズ

 │ 2月9日   
     ●「2」と「9」のつく日
　　  「フグの日」限定企画 
　　  「戸石フグサブレと
　　  トラフグ学習帳のプレゼント」  │ 1月10日   

     ●コガタペンギン「アニー」
　　　繁殖のため東京都葛西臨海水族園へ

 │ 10月10日    
     ●水族館マスコットキャラクター
　　  「ヒミちゃん」（中央）が誕生

 │ 7月1日    
     ●「お誕生日プロジェクト」開始

 │ 11月18日   
     ●「さかなクンのギョギョッとびっくりお魚教室」 開催
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2017
（平成29年）

2018
（平成30年）

 │ 4月1日 
     ●リニューアル!!
　　 水中飛行～お魚キャッチ～ 開始

 │ 2月7日    
     ●ヒクラゲを初展示（長崎県で初確認）

 │ 2月   
     ●深海ザメ
　　ノコギリザメ（上）・ギンザメ（下）を
　　初展示

 │ 3月25日    
     ●入館者400万人達成セレモニー 開催

3月27日  ●国立大学法人長崎大学水産学部と（一財）長崎ロープウェイ・水族館との連携に関する協定締結 

 │ 12月30日～ 1月28日    
     ●松島佳世 作品集発行記念
　　 「ペンギン美術館」 開催



 │ 2月11日　  
     ●第28回ペンギン会議全国大会
　　  長崎で初開催

 │ 8月1日　  
     ●元長崎水族館館長  白井和夫氏（著）
　　 「長崎ペンギン物語」 販売開始

　　4月27日
－－－－－－－－－－－－－－－－

       ●～ペンギンが長崎に来て60年～ 
　　　　　「ペンギン飼育60年のあゆみ展」開催

│ 8月5日 ●ペンギンが長崎に来て今日で60年!  記念日イベント開催

 │ 2月14日 
     ●マカロニペンギン「ドリー（♀）」（左）、
　　  「ぱく（♂）」（右）の返却にあわせ、市立しものせき水族館へ搬出 
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2019
（平成31年・令和元年）

2020
（令和2年）

　　12月17日
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

       ●キタイワトビペンギンを京急油壷マリンパークと
　　 　男鹿水族館から6羽 搬入

7月20日  ●夏の特別企画展 「ペンギン飼育60年～過去から未来へ～」開催

▲FM長崎「アバトーーク!」ラジオ公開生放送
　歴代館長が大集合！

▲左から、ヒミちゃん／ヴィヴィくん（V・ファーレン長崎）／
　　　 ポポル（長崎県営バス）／アバちゃん

▲スノーマシーン「真夏の水族館に雪が降る」 ▲ラッピングバス

 │ 7月26日
     ●「オヨギピンノ」初展示
　　  Twitterでバズる?!

 │ 8月1日 
     ●長崎オリジナル記念日
　  　「ペンギンの日（8月5日）」を記念し、
        「ペンギンカード」を配布

　　　　　4月1日  ●新館長就任
　　　  　　　　　●ボランティア活動 開館から継続中!
4月10日～5月31日  ●新型コロナウイルスによる長期休館

 │ 1月1日　  
     ●絵本「恋するペンギン  
　　  水族館でくらすドリーとぱく」
　　  販売開始
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Our Memory

撮影者：鈴木恒彦
さま

初めて誕生した
キングペンギン「

ジュンくん」名称

募集で、名付け
親のひとりとなり

ました。そんな

ジュンくんのまだ
モコモコな頃の

写真を。

撮影者：エリベさま
この写真の数か月後に後ろのビーチでペンギンを遊ばせる映像を見て「いいなぁー」と呟いていました。

撮影者：鹿野信幸さま
2回目の長崎旅行。目的はもちろん新しいペンギン水族館でした。ぎん吉さん(年上)は全く動かず、飼育員さんが苦労して魚を食べさせていたのが印象的でした。そして翌日亡くなったことを知りびっくりしました。ぎん吉さんの最後の姿を見れて良かったです。

撮影者：Lucyさま
初めてのペンギン水族館でした。ペンギンが大好きで大好きで、でも長崎まで遠くてなかなか行けない中初めてペンギンだけのペンギンに特化した水族館まで行けたことが嬉しくて嬉しくてその日は1日はしゃいでいました！最高な笑顔になれたこの場所にもう一度、何度でも行ければ幸いです。

撮影者：畑智代さ
ま

家族旅行で行っ
た長崎県での思

い出です。

撮影者：E. Yamamotoさまお食事タイムでお姉さんが投げ
たお魚が落ちていくのを残念そう
に見守る丘の上のペンギンと下で
今かと待ち受けるペンギンの対象
的な姿がとても可愛くてイベント
に引き込まれ何枚も何枚もシャッ
ターを押していました。

撮影者：久保田 久美子さま
かわいいペンギン３兄弟は自由
奔放！

撮影者：竹内清志さまフンボ達はお姉さんと一緒に何
を見つめているのかな。

撮影者：豚爺さま
初めて長崎に来た初孫と初めてペンギン水族館へ行きました。

撮影者：
涼さま

初めてペ
ンギンに

触れる嬉
しさと緊

張

でいっぱ
いです。

このあと
ペンギン

は

じめ水族
館が大好

きになり
ました♥

撮影者：あずささま東京から一人旅で念願のペンギン
水族館に初めで行った時の一枚
です。
餌やり体験の時に飼育員の方が
撮ってくれました。ペンギンの羽が足にパタパタ当
たってとても幸せなひとときでした。

撮影者：中尾 和
佳奈さま

キングペンギンが
一列に並んで、

ぞろぞろと水中へ
。

撮影者：ゆーきさま成人式

撮影者：堀さおりさま
直斗4才　勇斗1歳　この日からペンギンが大好
きになりました。
家の中は今でもペンギングッズだらけです。

撮影者：野田 睦
子さま

県展で入賞した
写真を持った孫

たちとの思い出

の写真です。

撮影者：しぶごんさま
ふれあいペンギンビーチを楽しみに伺いました
が、まさかの台風接近で中止に。東京に帰れるか、
ドキドキしながらの初めての次男との二人旅でし
たが、ペンギンにタッチし、足を踏まれるという貴
重な経験ができ、良い思い出です。

撮影者：八百坂ふ
くのさま

大好きなペンギ
ンが沢山いて超

楽しかった記憶

があります。

撮影者：河井まどかさま始めて足を運んだ際、初めてジェンツーペンギン

を見て可愛らしさに感動していたところ大きなキン

グペンギンに紛れている姿が可愛らしく写り、お気

に入りの写真です。

撮影者：
H.Hさま

当日は稀
に見る大

雪でした
が、開い

ていると
いうこ

とでペン
水に行っ

てみまし
た。雪の

中ペンギ
ン達、

特にジェ
ンツーは

イキイキ
と雪の中

を走り回
った

り、ドボ
ガンで進

んだりと
、楽しそう

に散歩を
する

様子が印
象的でし

た。温帯
ペンギン

達は寒そ
うで

したけど
ね・・・。

撮影者：K.Hさま
長崎に５０年に一度の大雪が降った日。特別に亜南極ペンギンたちの雪のおさんぽに立ち会うことが出来た事は、２０年間の一番の思い出です。まるで置物みたいなキングペンギンと興味津々コミカルに駆け回るジェンツーペンギン。楽しい情景が蘇ります。

撮影者：

さくりんさま
我が家は県外に住ん
でおりますが、長崎の
おじいちゃんおばあ
ちゃんに会いに行くと
きは必ずペンギン水
族館に行っています。
わが娘が2歳になっ
た頃に初めて来館し
たのをきっかけにペン

ギンさんの魅力に取り憑かれ年間パスポートも購入し足繁く
通っております。今回投稿した4枚の写真は館内入り口にあるペ
ンギンの像と一緒にたまたま写真を撮ったのをきっかけに子供
の成長過程を見るいい機会と思い定期的に写真に納めていき
ました。今改めて振り返るととてもいい思い出となっております。

撮影者：S.Uさま

なかなか間近で
見ることが出来な

かったコガタペ

ンギンが、こんな
にも近くに来てく

れて嬉しかった

です。

撮影者：城 竜也
さま

初めての出産か
ら久しぶりの水族

館。みんなの思い出の写真コーナー

開館20周年記念企画として令和2年11月10日～12月10日の期間、みなさんの長崎ペンギン水族館での
「思い出の写真」、「エピソード」を募集しました。
素敵な写真を応募していただきありがとうございました。



2 8

～皆様に愛される水族館づくりを目指して～

長崎ペンギン水族館
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
館長　田﨑 智

　長崎にペンギンがやってきたのは昭和34年8月5日で、60年を超える歳

月が過ぎました。ペンギンの飼育は、長崎ペンギン水族館の前身である長

崎水族館時代に始まり、ペンギンは長崎の皆様に愛され、親しまれてきまし

た。長崎水族館は平成10年3月31日をもって閉館しましたが、市民の皆

様をはじめ、多くの方々のお声をいただき、平成13年4月22日に新しくオー

プンしたのが現在の長崎ペンギン水族館です。その長崎ペンギン水族館

も本年で開館20周年を迎えることができました。これもひとえに、来館者をは

じめ、弊館と共に歩んでくださった皆様のおかげであるものと、心より感謝申

し上げます。

　長崎ペンギン水族館は、名前にペンギンが入っているとおり、世界でも

珍しいペンギンに特化した水族館です。世界に生息する18種類のうち、半

分の9種類をご覧いただくことができます。ペンギン以外にも、全国でも非常

に貴重なタイのメコン川に生息するメコンオオナマズや、漁獲種類数全国

一の豊かな長崎の海に生息する魚類などを展示しております。また、長崎

の里山を再現した自然体験ゾーン・ビオトープが整備されており、草木や

昆虫などと触れ合える自然豊かな空間が広がっています。

　私は長崎出身で、幼い時には長崎水族館をよく利用しておりました。そ

の時に出会ったペンギンや魚に感動を覚えた思い出は今でも大切な宝物

として心の中にあります。

　水族館の使命は生きものの展示を通し、生きものの魅力や感動を伝える

ことです。生きものが与えてくれる不思議や発見、感動が皆様の心の中に

残り、さらに一人一人の興味を広げていくきっかけになれば非常に嬉しく思

います。

　長崎ペンギン水族館は開館20周年という大きな節目を迎えました。これ

からもペンギンに特化した唯一無二の水族館として、皆様に愛される水族

館づくりに邁進し、発展に向け努力していきたいと思います。

　今後とも皆様の一層の御指導・御支援を賜りますようお願い申し上げます。

《思い出写真》
初繁殖したコガタペンギンの姉妹
アニー（左：姉）、エミリー（右：妹）

2015年5月23日に生まれた2羽のコガタペンギン。
人工育雛に取り組み、当館で初めてコガタペンギン
の繁殖に成功しました。エミリーは残念ながら永眠しま
したが、アニーは東京都葛西臨海水族園へお嫁に行
き、繁殖に貢献しています。
この2羽の話はボランティアの紙芝居「ふたごのコガ
タペンギン アニーとエミリー」となり、来館された方々
に楽しんでいただいております。
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