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 障がいのあるお⼦さまとそのご家族をパークへご招待 

 「ドリームデイ・アット・ザ・ズー ２０２２」 
 ６２団体・企業様の協賛・協⼒で開催いたします。 

      

  障がいのあるお⼦さまとそのご家族をパークに無料でご招待する特別イベント「ドリームデイ・アット・ザ・ズー 
 （主催︓ドリームデイ・アット・ザ・ズー実⾏委員会）  」を２０２２年１１⽉３⽇（⽊・祝）アドベンチャーワー  ルド 
 （和歌⼭県⽩浜町）で開催いたします。 
  全国各地より１,０００組 約４,０００名の⽅々がご来園予定です。当⽇は、パークを貸し切り、ご招待するご家族 
 のみなさまに気兼ねなく特別な１⽇をお楽しみいただきます。 
  協賛・協⼒いただく  ６２  団体・企業の皆様（※団体名及びご協⼒内容は２〜４ページ⽬参照）と１００名を超  える 
 運営Smileサポーター（ボランティア）とともに当⽇のイベントを盛り上げます。すべての⼈が⼿を取り合い、共に 
 助け合って⽣きていける社会の実現を⽬指してまいります。 

 【ドリームデイ・アット・ザ・ズー２０２２】   https://aws-dream.com/                   
 ■⽇  時︓２０２２年１１⽉３⽇（⽊・祝）午前１０時００分〜午後５時００分 
      ※ご招待の⽅向けの１⽇貸し切り営業です。 
      ※当⽇⼀般の⽅はご⼊園いただけません。予めご了承ください。 
 ■会  場︓アドベンチャーワールド（和歌⼭県⽩浜町） 
 ■対  象︓１８歳以下の障がいのあるお⼦さまとそのご家族 
      ※⾝体障がい者⼿帳・療育⼿帳・精神保健福祉⼿帳をお持ちの⽅、難病・障がいがあり⽀援が必要な⽅ 
        受付は終了しております。 
 ■イベント内容 
  ・イルカ・クジラのパフォーマンス「マリンライブ『Smiles』」 
  ・ジャイアントパンダ観覧 （パンダラブ・ブリーディングセンター） 
  ・サファリワールド内を巡るケニア号乗⾞ 
  ・アフリカゾウ、ライオン、イルカ他動物たちへのフィーディング体験（⼀部有料・事前抽選） 
  ・エンジョイワールド遊戯機種   
                                            他 
 ■主 催︓ドリームデイ・アット・ザ・ズー実⾏委員会 
     ２０１７年から２０１９年まで、アドベンチャーワールド主催でドリームナイト・アット・ザ・ズーを開催して 
     きました。２０２０年からは、イベント主旨にご賛同いただいた⽅々が参画した組織 
     「ドリームデイ・アット・ザ・ズー実⾏委員会」を⽴ち上げ、地域の⽅々と⼀丸となってイベントを運営しております。 

https://aws-dream.com/


 ■後  援︓和歌⼭県、⽩浜町、⽥辺市、上富⽥町、⼀般社団法⼈南紀⽩浜観光協会、⽩浜温泉旅館協同組合 
       公益社団法⼈⽇本動物園⽔族館協会 

 ■特別協賛︓株式会社アワーズ アドベンチャーワールド 

 ■協  賛︓  Specialプラン 
 （順不同）TSP太陽⼯業株式会社、株式会社YeeY、ユニリーバ・ジャパン、ファンケル銀座スクエア 
          Dream Dayプラン 
        紀ノ国外装、HI合同会社、株式会社Problem Solving/株式会社Rebuil.  、⾠野株式会社 
          Adventureプラン 
        株式会社Be  LIFE、⾮営利株式会社eumo、アズマハウス株式会社、⼀般社団法⼈広域連  携事業推進機構 
        株式会社ウェルストーン、株式会社タカショーデジテック、SDGパートナーズ有限会社 
        株式会社⽵千代、株式会社エヌ・ケイ・ステーション 
          Smileプラン 
        医療法⼈蒼会、ひろミツバチ、みんなの保険社ぜんち共済事業部 
        重症障がい児童デイサービス Ricora  、  社会保険労務⼠ハセガワ事務所 
        三井住友海上⽕災保険株式会社、弁護⼠法⼈リーセット、テンダーケア訪問看護ステーション 
      株式会社ソーシャルキャピタルマネジメント、紀陽銀⾏⽩浜⽀店、有限会社 ワンアップヒライ 
      株式会社⽵⽥レント&リース、藤本⾷品株式会社、株式会社スターエム 
      株式会社マキカンパニー、⽥辺ダイハツ販売株式会社、⼭陽製紙株式会社、FC Primavera 
        株式会社Spielen  、  株式会社マザープラス 

 【ボランティアとしてご協⼒いただく団体・企業のみなさまとイベント実施内容 （順不同）】      
  ※★マークがついている団体のみなさまは、今回初めてご協⼒いただきます。 

 〜体験イベント〜 

 団体・企業様名  イベント内容  開催場所  開催時間 

 すさみ町⽴ エビとカニの⽔族館  タッチングプール  ふれあいの⾥  午前１０時００分〜午後５時００分 

 和歌⼭ファイティングバーズ  キャッチボールイベント  ケニア号乗り場前 
 ファミリー広場 

 午後 ０時３０分〜午後１時００分 
 午後 ３時００分〜午後３時３０分 

 和歌⼭県⽴熊野⾼等学校  
 サポーターズリーダー部 

 ①③ダンスパフォーマンス 
 ②ハッピーパンダパレード 
  出演 

 ①ファミリー広場 
 ②ふれあいの⾥前 
 ③ふれあいの⾥前 

 ①午前１０時１５分〜（１５分間） 
 ②午後 １時１５分〜（１０分間） 
 ③午後 ３時００分〜（１５分間） 

 関⻄sete Estrelas 
 アンプティーサッカー関⻄チーム 

 アンプティサッカー体験  ファミリー広場  午後 ２時３０分〜午後３時００分 

 〜ライブ・演奏〜 

 団体・企業様名  イベント内容  開催場所  開催時間 

 ミュージシャン 緒⽅悠詠  ライブパフォーマンス  ふれあいの⾥前  正午〜（３０分間） 

 紀州和太⿎衆 「雷⿎」 
 和歌⼭県⽴紀北農芸⾼等学校 
 「和太⿎部」★ 

 和太⿎演奏、体験  ケニア号乗り場前  午前１１時３０分〜正午 

 〜撮影〜 

 団体・企業様名  イベント内容  開催場所  開催時間 

 株式会社エヌ・ケイ・ステーション  映像撮影  パーク内全域  午前１０時〜午後５時００分 



 〜ブース出展〜 

 団体・企業様名  イベント内容  開催場所  開催時間 

 和歌⼭県⽴南部⾼等学校 
  「⾷⽂化探求コース」 
  「異⽂化交流部」 

 ウェルカムクッキー配布  エントランス  午前１０時００分〜 
      なくなり次第終了 

 和歌⼭県⽴神島⾼等学校 
  「写真部」 

 写真撮影、写真プレゼント  エントランス  午前１０時００分〜午後５時００分 

 和歌⼭県⽴神島⾼等学校 
  「かしまや」 

 販売ブース  エンジョイエリア  午前１０時１５分〜午後５時００分 

 基幹相談⽀援センターにしむろ 
 （福）和歌⼭県福祉事業団 
 （福）なかよし福祉会 

 販売ブース  エンジョイドーム  午前１０時００分〜午後５時００分 

 ⽩浜町商⼯会  ⽩浜町ゆるキャラ 
 「しらぺん」ふれあい 

 パーク内各所  午前１０時００分〜午後５時００分 

 ⽇本航空株式会社  紙⾶⾏機作成 
 JAL体験プログラム 

 センタードーム  午前１０時００分〜午後４時００分 

 株式会社ADAPT  レザークラフト体験  エンジョイドーム  午前１０時００分〜午後５時００分 

 レインボーフェスタ和歌⼭  レインボーフラッグ作成体験  センタードーム前  午前１０時００分〜午後５時００分 

 株式会社京⽥クリエーション  ぬりえ  ふれあいの⾥前  午前１０時００分〜午後４時００分 

 和歌⼭eスポーツ連合 
 ACADEMIA和歌⼭ 

 eスポーツ  （アニマルタワー） 
 プログラミング体験 

 センタードーム  午前１０時００分〜午後５時００分 

 株式会社ひげ⼯房  ⾞いすメンテナンス  エンジョイエリア  午前１０時００分〜午後５時００分 

 明光バス株式会社  パンダ⽩浜アドベンチャー 
 バス展⽰ 

 お帰り⼝付近  午後 ２時００分〜午後５時００分 

 帝京科学⼤学 動物園研究部★  ⼈形劇  センタードーム前  午前１０時００分〜午後５時００分 

 ⼦ども向けマジシャンアミティー★  マジック、バルーンアート  ふれあいの⾥前  午後 ２時２０分〜午後２時４０分 

 株式会社オリィ研究所  OriHimeによる接客  Jambo  午前１１時００分〜午後２時００分 

 みんなの保険社ぜんち共済事業部★  保険のご案内  エンジョイエリア  午前１０時００分〜午後５時００分 

 HI合同会社★  ぬりえ  エントランス  午前１０時００分〜午後５時００分 

 ごちゃまぜ経営実践研究会★  縁⽇体験、販売ブース  エンジョイエリア  午前１０時００分〜午後５時００分 

 ⽥辺ダイハツ販売株式会社★  次世代型電動⾞椅⼦ 
 「WHILL」試乗体験 

 ファミリー広場  正午〜午後５時００分 

 株式会社マキカンパニー★  オールフロントTシャツの 
 ご案内 

 エントランス  午前１０時００分〜午後５時００分 

 株式会社⽵千代★  ⽵明かりワークショップ 
 オリジナルグッズ販売 

 パンダラブ前  午前１０時００分〜午後４時００分 

 AWS動物学院  動物レクチャー  ①海獣館 
 ②キリンテラス 
 ③パンダラブ 

 ①午前１０時３０分〜（各３０分） 
 ②午後 １時００分〜 
 ③午後 ３時４５分〜 

 アドベンチャーワールド内 
 ロボットチーム「ココロボ」 

 動物ロボット展⽰、 
 レクチャー 

 ふれあいの⾥前  ①午前１１時００分〜（各１５分） 
 ②午後 ２時００分〜 
 ③午後 ３時３０分〜 



 〜物品協賛の配布〜 

 団体・企業様名  イベント内容  開催場所  開催時間 

 ユニリーバ・ジャパン  商品配布  エントランス  午後 １時００分〜午後５時００分 

 ファンケル銀座スクエア  商品配布  エントランス  ⼊場時に配布 
  なくなり次第終了 

 【ドリームデイ・アット・ザ・ズーとは】                                 
  障がいのあるお⼦さまとそのご家族を動物園・⽔族館に招待し、気兼ねなく楽しいひと時を過ごしてもらうため 
 の国際的なプログラムです。営業終了後に開催される本イベントは、ドリームナイト・アット・ザ・ズーと 
 いう名称で世界中に広まりました。 
  ドリームデイ・アット・ザ・ズー実⾏委員会は、２０２１年より⽇中の開催に変更したため、名称を 
 ドリームデイ・アット・ザ・ズーとしています。 

 〜アドベンチャーワールドでの開催実績〜 
 ２０１７年 ６⽉１０⽇（⼟） 初開催 主  催︓アドベンチャーワールド  
                    参加組数︓約２５０組  
                    参加対象︓和歌⼭県在住の１８歳以下の障がいのあるお⼦さまとそのご家族 
                    ボランティア数︓３団体４０名 

 ２０１８年 ６⽉９⽇（⼟） 第２回⽬ 主  催︓アドベンチャーワールド 
                    参加組数︓約５００組 対象…近畿圏在住の⽅ 
                    参加対象︓近畿圏在住の１８歳以下の障がいのあるお⼦さまとそのご家族 
                    ボランティア数︓８団体１８０名 

 ２０１９年 ６⽉８⽇（⼟） 第３回⽬ 主  催︓アドベンチャーワールド 
                    参加組数︓約５００組 
                    参加対象︓全国の１８歳以下の障がいのあるお⼦さまとそのご家族 
                    ボランティア数︓１６団体２３０名 

 ２０２０年              ※新型コロナウイルス感染拡⼤の影響を受け、開催せず 

 ２０２１年１１⽉３⽇（⽔） 第４回⽬ 主  催︓ドリームデイ・アット・ザ・ズー実⾏委員会 
                    参加組数︓約１,０００組 
                    参加対象︓全国の１９歳以下の障がいのあるお⼦さまとそのご家族 
                    ボランティア数︓３１団体２７９名、個⼈１４１名 

                 
                                               ２０２１年１１⽉３⽇開催の様⼦ 


