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特集

ヤギのエサやり　～ニンジン収穫体験～

休日

ねえねえ。飼育員さん。

お、よく気づいたね。さすが食いしん坊！

なんだい？ミミタくん。

アニアニまあるの大人気イベント「ヤギのエサやり」って

あるじゃん？これ、平日と休日（土日祝）でちょっと違わない？

えへへ (笑 )

あー。だから葉っぱ嫌いなチャチャは平日あんま食べに来ないんだ（笑）

その通り！ヤギのエサやりでは、平日は葉付きのニンジン、

休日はニンジンのスティックをあげてもらっているよ。

でも、なんで平日はスティックじゃないの？

でも、収穫って、ハードル高くない？

そうなの！お得でしょー♪

アニアニまあるの「すくすくファーム」って言う畑で

ニンジンを育てているんだ。平日ではそれをお客さんが

収穫して、そのままあげてもらっているよ。

そんなことないよ！ニンジン収穫はとっても簡単！

まず、すくすくファームに入るでしょ。

へー。そりゃお客さんは収穫体験できて、飼育員さんは

ニンジン切る手間がなくてwin-winじゃん！

だからスティックじゃなくて葉付きなんだ。

平日
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※詳しくは豊川市のホームページを見てね。
　飼育員　峯　梢

あれ、肝心のニンジンは？小さくない？

そういえば、そのニンジンってどうやって育ててるの？

ニンジンは小さいけど、葉っぱをあげてもらってる

からいいんだよ。あとは休日のエサやりと一緒。

はい、あ～ん！

おー！

これからも、たくさんの人に体験してもらえるといいね。じゅるり。

それも簡単。

耕して！種まいて！土かぶせて！あとはしっかり水やりするだけ！

そうだね。でも、食べ過ぎないようにね (笑 )

収穫体験ができるヤギのエサやりは、平日の

午後1時30分から１時 40分に行ってます。

ぜひ、お越しください！

そして、ニンジンの根っこ近くを持って抜く！



付録
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 こうえん編 ～　れきし　①　～

☆こたえは、ぎょぎょランド １かいうけつけに あります。

①なにをやいて いたでしょう。

□にもじをいれよう。

☆ これをやいていたよ。                   

あかつかやまでは、むかし、やきものをやいていました。

「れきしのみち」のかんばんをみて、こたえてみよう。

②いつごろ やいていたでしょう。

□にすうじをいれよう。

世紀前半から

世紀後半

せい　　き　　ぜん　はん                   

せい　　き　　こう　はん                   



イベント
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ダワン フルウ ンターィ

年末年始イベント

～寒さも吹き飛ばすイベントがもりだくさん～

イヌのぬりえ 　「 いぬりん 」 になって

　写真を撮ろう
どんぐりわんちゃん

ちぎょっとしいくいん 願掛け絵馬

新春バードウォッチング 幸せの天使の羽
日時日時

日時

日時日時 １2月２日（土）

　　～　１月８日（月）　

午前 9時～午後 5時まで

 ぎょぎょランド 1階ロビー

１2月23日（土）

      24日（日）　

午前 10時～午後 3時まで

ぎょぎょランド 2階創造の部屋

※ 各日とも先着 200名。

　　　直接、会場へお越しください。

１2月２・9・16日（土）

　　３・10・17日（日）

　　27日（水）28日（木）　

午前 9時～午後 4時まで

日時

  ぎょぎょランド 2階創造の部屋

※ どなたでも自由に参加できます

日時
１2月27日（水）28日（木）　

１月３日（水）4日（木）５日（金）

午後 1時 30分～午後２時まで　定員：各回 10名

　   ぎょぎょランド  3歳～小学 6年生まで

※ 当日、午前 9時からぎょぎょランド 1階受付で

　申し込みをしてください。

１月３日（水）

　　～　１月８日（月）　

午前 9時～午後 5時まで

ぎょぎょランド 1階ロビー

１月６日（土）

午前 9時～正午まで

  赤塚山公園

１月７日 ( 日 )

　　８日（月）　

午前 10時～午後 3時まで

ぎょぎょランド 2階創造の部屋

※ 各日とも先着 50名。当日、午前 9時からぎょぎょ

　ランド 1階受付で申し込みをしてください。

お問い合わせ先：赤塚山公園　電話 0533(89)8891 午前 9時～午後 5時まで（ただし、休館日は除く）

赤塚山公園オリジナルの

　　　　　イヌの
ぬりえをし

よう！
どんぐりを使って
　わんちゃんを作ろう！

　「 いぬりん 」 に変身して

　　　「 いなりん 」 と写真を撮ろう！ 

イヌバージョンの絵馬に

　　　　2018 年の願い事を書こう！
　ちょこっと「 ぎょぎょランド 」 の飼育員になっちゃお！

　　　　　

　「 イヌシデ 」 を使ってストラップを作ろう！

　　　　　

※ 受付は終了しています。

赤塚山公園に来る冬の鳥たちを

　　　　探しに行こう！そんなことないよ！ニンジン収穫はとっても簡単！

まず、すくすくファームに入るでしょ。
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行事・イベントの報告 平成29（2017）年10月～11月

10/4      豊橋市立豊南小学校 1・2年生  
              ザリガニの話とふれあい     46人
10/6 愛知県立みあい特別支援学校 1~4年生
 ウサギ・モルモットのふれあい     30人   
10/13    豊川市立豊小学校 2年生　
              出前授業　命の学習     73人
10/15    赤塚山公園写生大会     40人
              野田・中市場の「農地・水・環境」を
               守る会    中市場溜池かいぼり
10/16    豊川市立八南小学校 2年生
               町たんけん     24人
              展示生物採捕（ハゼ）
10/18    豊川市立音羽中学校 2年生
              職場体験  (10/20まで)     1人
             みどり保育園 年長
              ヤギ・ミニブタのエサやり     26人
10/20  浜松市立広沢小学校 2年生
 ウサギ・モルモットのふれあい    129人
10/21.22  豊川市小中学校作品展
10/26    西明寺幼稚園 年少   
               コイのエサやり     137人

10/28    淑徳大学ツアー
              バックヤード見学      52人
10/29    猫の飼い方教室
11/1      豊橋市立小沢小学校 1年生
 モルモットの抱っこ     24人     
              豊川市立中部中学校 2年生
              職場体験(11/2まで)     1人
 11/3     レインボー祭り　ふれあい出張
 11/6     展示生物採捕（アブラハヤ）
 11/8   豊川市立小坂井中学校 2年生
 職場体験(11/10まで)     1人
 11/10   豊川幼稚園 年少
              コイのエサやり     23人
 11/12   ぎょぎょランドinサンテパルク
   移動水族館・ザリガニのふれあい
  11/13  ポニー・ロバ削蹄
              展示生物購入(アマゴ)
  11/15  豊橋市立南稜中学校 2年生
     職場体験(11/17まで)      1人
  11/19  昆虫の会  秋のイベント「森の工作」
  11/25.26 日本動物園水族館教育研究会 参加     
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次号は 2月15日発行です。

イベント

写生展

平成30年 1月 4日 ( 木 ) ～ 1月 29日 ( 月 )

10 月に開催した写生大会の作品を展示します。

お気に入りの場所を見つけて描き上げた作品は、

素敵なものばかりです。ぜひ、ご覧ください。

梅まつり

赤塚山公園に植栽している 25品種 281 本の

梅の花をご覧ください。なお、開花状況により、

期間が変更になることがあります。

平成 30年 2月 10日 ( 土 ) ～ 3月 12日 ( 月 )

ぎょぎょランド 2階ロビーにて 赤塚山公園内　梅園にて


