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「春を喜んで」櫻井克彦さん撮影
（写真展過去の作品より）

特 集
付 録
イ ベ ン ト

●

●

●

●

2
4
5
6

うさぎの き・も・ち   ……………………………… 　 杉 浦 明 美 
発見！あかつかやま    ……………………………  
春休みイベント 　 …………………………………
みんなの写真展　 …………………………………



うさぎは話せないけど、行動を

見ていると「きもち」がわかるんだよ。

みんなはうさぎの「きもち」

わかるかな？

うさぎの
き ・ も ・ち

きけんがせまっているぞ！

後ろ足で立つ
耳をピンと立てる

耳はアンテナの役割をしてい

るよ。

何だろう。気になる

音がしたぞ。

何だ！何だ！もっと

遠くまで見てみよう。

後ろ足で立ち、首を

伸ばすことで遠くまで見る

ことができるよ。

アニアニまあるの飼育員さんのお話付き

うさぎはさ、 とってもおくびょうなのさ。

後ろ足で地面を踏む

①気に入らないぞ！イライラするなぁ。

②おい、みんな！危険がせまってるぞ。

②仲間といっしょにいると、危険を知

らせるために「スタンピング」をする

こともあるよ。
（スタンピング）

オシッコを飛ばす

鼻をぶうぶうならす

もう！怒っているん

だから！気に入ら

ないぞ。ぷんぷん

えいっ！あっちいけ！

ここはぼくの場所だぞ！

　特にオスに見られる

　行動で、自分のなわ

ばりをアピールしてい

るよ。

おこっているんだぞ！
話せないから怒りを行動に出すのだ！

アニアニまあるのうさぎは①が多いなぁ。

ぼくたちをおどろかさないでね
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あなをほる

　機関誌 67号で取り上げた「にわとり」と同様に多くの小学校で飼われている「うさぎ」。

この特集をきっかけに飼育当番が楽しくなり、うさぎとも仲良くなってもらえたらうれしく

思います。分からないことは、いつでも聞きにきてくださいね。　学芸員　杉浦明美　　　

おなかを床につけて寝そべる 毛づくろいをする

あごをこすりつける

ふんを食べる

リラックスしてま～す！ リラックスしてるときは、 いろんな行動が見られるよ。

うれしいなぁ～
ここではアニアニまあるのうさぎたちが、 うれしいことを紹介します。

みんなが飼っているうさぎが、 よろこぶことをさがしてみてね。

顔をふいて～、体も

なめてきれいにしなく

っちゃ。耳も忘れずに

ひとやすみ、

　ひとやすみ

リラックスタイムはそっとしてあげてね。

あなをほる

えさの時間：そわそわする、近寄ってくる

すりすり。私のにおいを

つけて、マーキング。

ここは私の場所なのよ。

あごの下には、においが出る

　　　　場所があるんだよ。

どうしてもホリホリした

くなるのよね～。

穴を掘って巣を作ってたから、

その習性が残っているんだ。

モグモグ・・。

栄養をしっかり

とらないとね！

うさぎはコロコロのふんと、べちゃっとしたふんをします。

べちゃっとしたふんには栄養がたっぷり！だから、これを

食べて栄養をとっているんだよ。

だっこされておとなしくなる

わぁ～い！ごはんだ！

早く食べたいな。ごはん

くれる人、大好き。

だっこされてなでなで

されると、力が

ぬけちゃうよ～。

だっこはうさぎと仲良くなってからチャレンジしよう！できるように

なると病気を早く見つけたり、つめきりなどのお世話もしやすくなるよ。
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したのヒントを　さんこうにして　アニアニまあるの

どうぶつのえをかいてみよう。

○　みみが　ながいよ。

○　あしのうらに　けがはえているよ。

〇　ぴょんぴょん　はねるよ。

ヒント

このどうぶつは  　　　　　　　　　です。

ぜんたい みみ

付録
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 アニアニまある編 ～　えをかこう　～



たまご鉢をつくろう
３月21日（水・祝）

午前 10時～午後 3時まで

  ぎょぎょランド 2階創造の部屋

※ 直接会場へ。

　 定員 200人。先着順。

たまごの殻に絵を描いて土を入れ

多肉植物を植えよう！

ちょこっとしいくいん
日時

３月26日（月）28日（水）29日（木）30（金）

　４月２日（月）4日（水）

　午後 2時 15分～午後２時 45分まで　

　定員：各回 10名　　

　対象：3歳～小学 6年生まで　

  

※ 当日、午前 9時からぎょぎょランドで先着順に

受け付けします。

ふれあいスケジュール

ぬりえ
３月24（土）・25（日）・31（土）

　4月1日（日）

　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

～赤塚山公園に まちにまった春がやってくる～

春休みイベント

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）

　　　　３月21日（水・祝）～４月4日（水）

毎日　（期間中いつでもやってます。）

　ぱくぱくタイム（金曜日をのぞく）　午前 10:00 ～ 11:00

　ヤギのエサやり  　　午前 11:00 ～ 11:10

　ミニブタのエサやり 　　午前 11:20 ～ 11:30

　コイのエサやり  　　午後  2:00 ～ 2:10

  

曜日限定　（その曜日だけやってます。）

　月 ポニーのふれあい 　　

　火 休館日　（お休みです。）

　水 モルモットのだっこ 

　木 ワクワク工房　 午前 9:00 ～午後 4:00

　金 ワクワク工房　 午前 9:00 ～午後 4:00

　土 ウサギ・モルモットのふれあい

　日 ウサギ・モルモットのふれあい

 ぎょぎょットーク 　　 午後 3:00 ～

　祝 ウサギ・モルモットのふれあい

※１．時刻について、記載のないものは午後1:30～2:00

に行います。

※２．期間中の休館日は 3月 22日（木）、27日（火）、

4月 3日（火）です。

期間

　ちょこっと「 アニアニまある」 の飼育員になっちゃおう！

日時

イベント
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来園者のみなさんが園内で撮影した作品

を展示します。

今回は全 48作品！どれも素敵な作品ばか

りです。お楽しみに。

日時：２月 16日（金）～ 3月 19日 ( 月）

場所：ぎょぎょランド 2階

みんなの写真展

■ いぬりんになって写真を撮ろう
■ 絵馬

■ 幸せの天使の羽■ 新春バードウォッチング

■ ちぎょっとしいくいん
■ どんぐりわんちゃん

動物取扱業に関する表示
氏 名 又 は 名 称：豊川市長　山脇 実 登録番号：動東第119号

事 業 所 の 名 称：豊川市赤塚山公園 登録年月日：平成18年9月28日

事 業 所 の 所 在 地：愛知県豊川市市田町東堤上1‐30 

有 効 期 間 の 末 日：平成33年9月27日　　　　                  

動物取扱業の種別：展示

動 物 取 扱 責 任 者：前田 民男

編集・発行
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豊川市赤塚山公園
〒442‐0862　豊川市市田町東堤上1‐30
TEL(0533)89‐8891　FAX(0533)89‐8892

行事・イベントの報告 平成29（2017）年12月～平成30（2018）年1月　

12/2~1/8　年末年始イベント
 　「ワンダフルウィンター」
12/2~1/8 　いぬりんになって写真を撮ろう
12/2・3・9・10・16・17・27・28　イヌのぬりえ
12/13 展示生物採捕（サワガニ）
12/18 消防訓練
12/20 展示生物採捕（オイカワ） 
12/23 どんぐりわんちゃん 209人
12/24 どんぐりわんちゃん 242人
12/27 ちぎょっとしいくいん     9人
12/28 ちぎょっとしいくいん     10人
1/3～15　絵馬 1219人
1/3 ちぎょっとしいくいん 11人
1/4 ちぎょっとしいくいん 10人
1/4～1/29 写生展
1/5 ちぎょっとしいくいん 4人
1/6 新春バードウォッチング 13人
1/7 幸せの天使の羽 45人
1/8 幸せの天使の羽 50人
1/20 豊川市立御津北部小学校１年生
 出前授業　どんぐり工作 38人
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次号は4月15日発行です。

イベント


