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学習プログラムのススメ
今回は、赤塚山公園の「学習プログラム」

１

出前授業

についてご紹介します。
「それってなあに？」

学校などの現場へ出向き、身近な川にす

という声が今にも聞こえてきそうですので、

む生き物、動物や魚の飼育の仕方、飼育小

早速ご説明させていただきます。

屋や水槽の作り方、命の大切さなどについ
て一緒に考えます。

学習プログラムって？
学習プログラムは赤塚山公園で企画した
イベントではなく、学校等の団体様向けに、
オーダーメイドでご用意をする学習要素の
強いプログラムです。これまでも赤塚山公
園で行っていた小中学校を対象とした教育

２

レクチャー
出前授業の内容と同じですが、赤塚山公

普及活動の名称を 2014 年から「学習プロ
グラム」として体系的にまとめ、周知する

園へ来園していただいて行います。
赤塚山公園で、豊川にすむ魚の生態、動

ことでより積極的に利用してもらえるよう、
市内の小学校を中心に働きかけています。

どんなことができる？

物や魚の飼育の仕方などについて一緒に考
えます。

例えば・・・。
○ 生き物にふれあわせたい。

○ こどもたちの生き物に関する質問に
答えて欲しい。

３

ふれあい
アニアニまあるの動物に触れたり、抱っ

○ 川や生き物について知りたい。

○ ただ遠足で見学させるだけでなく、
学習をさせたい。

こをしたりして温かさ、毛の感触、心臓の
鼓動などを感じることが出来ます。

○ 職場体験を受け入れてもらえないか？
etc．．．
先生方や、団体の代表者のみなさんの、
このようなご要望にお応えします！
おおまかに次のような 6 項目に分けられ
ます。
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４

利用のしかた

ガイドツアー
ぎょぎょランド・アニアニまあるの展示

～

生物について職員の解説を聞きながら観察

申し込みの手順

～

することが出来ます。また、ぎょぎょラン
ドのバックヤードの見学や、公園内を散策

①

受付で直接、または電話
0533-89-8891までお問い合わ

しながら、自然を観察することが出来ます。

せください。
②

日時・内容を大まかに決定します。

            ※職員の勤務状況等、諸事情によりご要望
にお応えできない場合もございます。

③
５

職場体験

申し込み用紙（図 .1）に記入し
FAX でお申し込みください。

赤塚山公園の飼育作業などを体験するこ
とが出来ます。
（主に中学生対象）

６

④

電話または面談で打合せ

⑤

実施

⑥

実施後アンケート

職場インタビュー
赤塚山公園の仕事や生き物の飼育につい

ての質問にお答えします。

図 .1

申し込み用紙

いかがでしたでしょうか？赤塚山公園を単
なるレクリエーションの場所としてではなく、

実 績

学習の場にしてみませんか？学芸員を始めと

平成 27 年度には合計 31 団体、41 件

育員が、みなさんのニーズに沿った内容で学

の利用がありました。年々増加傾向にあり

習のお手伝いをさせていただきます。ぜひご

ます。

活用ください！

した社会教育の専門家や、生き物に詳しい飼

あかつかやま

No.68（2017）

学芸員

杉浦

篤史

3

おしらせ

赤塚山公園イベント情報

２９年度

ぎょぎょランドの生き物とふれあおう

秋のぎょ長の水族館

４/29土▶ ５/７日

９/16土･17日日･1８日月㊗

カメ、カニなどの生き物にふれて
みよう！どんなかんじかな？

夜のぎょぎょランドで生き物観察を
してみよう！

赤塚山公園クイズ

赤塚山公園写生大会

５/５金㊗

10/15日

園内を散歩しながら、問題に
挑戦してみよう！参加賞あり。

園内で好きな場所を見つけて
絵を描いてみよう！

たけのこ採り
５/７日

冬休みイベント
冬休み期間中

申し込みは終了しました。

園内に生えている淡竹を
探して採ります。

冬休みやお正月限定イベントを
開催します。お楽しみに！

花しょうぶまつり

写生展

５/25木▶ ６/15日木

１/４木▶ 29日月

約100品種5000株の
花しょうぶが見られます。

写生大会の作品を展示します。
ぜひ、ご覧ください。

梅の収穫体験

梅まつり

６/10土▶ 16日金

２/10土▶ ３/12日月

子どもの部： 6/10・11
大人の 部： 6/12・14・15・16
おいしい梅の収穫をします。

25品種281本の梅の花を
お楽しみいただけます。

みんなの写真展

七夕飾り
７/１土▶７日金

２/16金▶ ３/19日月

みなさんの願い事を短冊に書いて
みませんか？

みなさんが園内で撮影した
写真を展示します。

夏休みイベント

ちょこっとしいくいん

夏休み期間中

春休み期間中

ぎょぎょランドバックヤード見学、
サマースクールなど。

アニアニまあるの飼育員の
お仕事を体験します。

※ 事前申し込みが必要なイベントあり。詳しくは、広報「とよかわ」、ポスター、facebookなどでお知らせします。
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ぎょぎょランド・アニアニまあるふれあい情報
ぱくぱくタイム
月・水・木・土・日・祝 10:00～

ぎょぎょランド

飼育員がぎょぎょランドの生き物の
お話をしながら、エサをあげます。

コイのエサやり

ぎょぎょットーク

土・日・祝 14:00～14:10

日曜日 1５：00～

ふれあい池（ぎょぎょランド入口）に
いるコイにエサやりができます。

週替わりで飼育員がぎょぎょランド
の生き物のお話をします。

ヤギのエサやり
休館日以外毎日
４月▶ 10月 11:00～11:10
11月▶ ３月 13:30～13:40

アニアニまある

ヤギにエサやりができます。

※時間・内容は、動物の体調や天候により
変更することがあります。

ミニブタのエサやり

ワクワク工房
木・金曜日

休館日以外毎日
４月▶ 10月 11:20～11:30
11月▶ ３月 13:50～14:00

9：00～16：00

簡単な工作ができます。月ごとに
作品が変わるので、お楽しみに！

ミニブタにエサやりができます。

ポニーのふれあい

ウサギ・モルモットのふれあい

毎週月曜日
４月▶ 10月 13:30～14:00
11月▶ ３月 11:00～11:30

土・日・祝日
４月▶ 10月 13:30～14:00
11月▶ ３月 11:00～11：30

ポニーと写真を撮ることができます。

ウサギ・モルモットにさわります。

モルモットのだっこ
「遠足」
「社会見学」
「総合学習」などで

毎週水曜日
４月▶ 10月 13：30～14：00
11月▶ ３月 11：00～11：30

コイのエサやり、動物のふれあいが体験でき

モルモットのだっこができます。

にお問い合わせください。

あかつかやま
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報告

工事完了のお知らせ
～市民のスクエアが人工芝になりました～

平成５年にオ一プンしてから、20 年以上に渡り愛されてきた市民のスクエアのグラウンド
が荒れていた為、人工芝でつくり変えました。工事費の一部にはｔｏｔｏ
（スポ一ツ振興くじ）
の助成金が入っています。グラウンドのご利用には、料金がかかります。
なお、人工芝でつくり変えた事により利用上の注意事項等が変わりました。詳細は赤塚山
公園へお問い合わせ下さい。
行事・イベントの報告

平成29（2017）年2月～3月

2/15

梅まつり（～3/12）

2/15

みんなの写真展（～3/20）  

2/17

豊川市立平尾小学校

3年生

57人

愛知県立豊川特別支援学校6年生

11人

ふれあい等
2/25

3/12

サンテパルクinぎょぎょランド
展示生物「アマゴ」200匹搬入

3/18

「たまごでモザイク画を作ろう」100人参加

3/19

「たまご鉢をつくろう」

30人

3/1～14 名古屋コミュニケーションアート専門学校
インターンシップ
豊川市立平尾小学校

1人
３年生

出前授業（インタビュー）

  57人

山脇

実

事 業 所 の 名 称：豊川市赤塚山公園

287人参加

展示生物「アユ」100匹搬入
「ぬりえ」

302人参加

3/26

「ぬりえ」

191人参加

3/27

「ちょこっとしいくいん」

11人参加

3/29

「ちょこっとしいくいん」

10人参加

3/30

「ちょこっとしいくいん」

10人参加

3/31

「ちょこっとしいくいん」

12人参加

動物取扱業に関する表示
氏 名 又 は 名 称：豊川市長

425人参加

3/17

3/20

観光まちづくりボランティア講座
ガイドツアー

3/3

豊川市環境課「自然観察会」
子ども工作教室

職場インタビュー、バックヤード見学
2/23

3/11

編集・発行

登録番号：動東第119号
登録年月日：平成18年9月28日
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事 業 所 の 所 在 地：愛知県豊川市市田町東堤上1‐30

豊川市赤塚山公園

有 効 期 間 の 末 日：平成33年9月27日

〒442‐0862

                  

2017/4/15

豊川市市田町東堤上1‐30

TEL(0533)89‐8891

動物取扱業の種別：展示

Ｎｏ．68

FAX(0533)89‐8892

動 物 取 扱 責 任 者：前田 民男

次号は 6 月 15 日発行です。
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