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ミニブタミニブタミニブタミニブタ    

のののの成長記録成長記録成長記録成長記録    そのそのそのその２２２２    

 

ミルクミルクミルクミルク    ココアココアココアココア    

    

    

ミニブタのミルクとココアが、赤塚山公園にやってきて1 年が過ぎました。2 頭は成長し、

季節を通じて色々な姿を見せてくれました。今回は、トレーニングの様子などをまじえて、

その成長の記録を紹介します。 

穴 掘 り が 

大好き！！ 

鼻のよごれ

なんか気に

しないよ。 

柵の前で飼育

員さんを待っ

ているよ。 

ご飯はまだか

な～？ 

大きくなっても寒さに弱いため、飼育

員手作りの服を着せました。この時期

は動くのがおっくうになり、穴掘りな

どで遊ぶことが多くなりました。 

秋は涼しく、散歩には最適

な気候でした。リードをつ

なぎ、園内を来園者の方と

一緒に歩きました。 

    

暖かい春は、なでると

横になり、よくうたた

寝をしていました。 

    
    

    

四季四季四季四季 

暑い夏には生まれて初め

て水浴びをしました。水

を入れた緑の箱に入っ

て、2 頭は涼みました。 

ミルクミルクミルクミルクとととと    

        ココアココアココアココア    
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飼育員が、ごほうびのエサをミニブタの頭上に持っていくと、エサが食べたいので上を向き

ながら少しずつ後ろに下がります。後ろに下がった時、お尻を手で支えると地面にお尻をつ

けることが出来ます。これを毎日続けることで、座る事を覚えることが出来ました。 

次のステップでは、飼育員の

『お座り』という声の指示だけで

ミニブタが座るようにします。 

まず、飼育員が『お座り』と言っ

てからStep１のよう「お座り」を

させて、ちゃんと座ることが出来

ればごほうびを与えます。これも

毎日繰り返すことで指示を覚える

ことが出来ました。 

２頭は「お座り」の他にも今まで出来なかったことが出来るようになり、日々成長を感じてい

ます。以前は、アニアニまある内をお散歩していましたが、最近は寒く、お散歩を中止してい

ます。また暖かくなれば、お散歩に出かけたいと思っていますので、ぜひ成長したミルクと  

ココアを見に来てください。 

飼育員 内藤 泰輝 

飼育員は、ミルクとココアに「お座り」を教えています。これ

は座ったまま、みなさんにさわってもらったり、体重測定をしたりするためです。このページ

では「お座り」が上手に出来るまでの様子を紹介していきます。 

Step1Step1Step1Step1 

ミニブタが飼育員の声の指示

だけで「お座り」が出来るようになった

ので、体重測定の時には体重計に座らせ

て測ります。Step1 と比べると、2 頭と

も姿勢よく「お座り」が出来るようにな

りました。 

SSSStep3tep3tep3tep3    

トレーニングトレーニングトレーニングトレーニング    

 

Step2Step2Step2Step2    

ミニブタは「お座り」の時にしっかりとお尻をつ

けない時があります。このような時はごほうびを

与えません。ちゃんと「お座り」が出来ていない

時に与えると中途半端に覚えてしまうからです。 

ちゃんと 

できてる？ 
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さかな編

へん

 ～ ヒゲ ～ 

コイ 

ヒゲのかず （   ）ほん 

ナマズ 

ヒゲのかず （   ）ほん 

ドジョウ 

ヒゲのかず （   ）ほん 

※この号からワークシートを付録としました。実際に園内を観察しながら答えを探してみましょう。 

 

ぎょぎょランドにいる さかなのひげを かいてみよう！ 

 

こたえは じぶんのめで たしかめてみてね。 

（こたえは、 まどぐちに よういして あります。） 
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今年の干支は辰（タツ）です。姿形や名前が龍と関連のある 2 種を展示しました。 

28 人が参加され、簡単なフェルト化の話を聞いた後に、ガチャガチャのカプセルでフェルトボールを作

りました。はじめは、上手に丸くなりませんでしたが、いくつか作るうちに丸くすることができました。 

2011年10月16日(日）に行われた写生大会の作品40点を展示しました。魚や動物など、様々な個性

あふれる素晴らしい作品でした。 

ふれる素晴らしい作品でした。 

素晴素晴素晴素晴らしいらしいらしいらしい！！！！    

企画展「干支の生き物」 2011 年12 月21 日（水）～2012 年１月9 日（月） 

第36 回赤塚山公園セミナー「フェルトボールづくり」2011年12 月2３日（金）

 年末年始にかけて 4 つのイベントを行いました。寒い中でしたが、

多くの来園者の方にお越しいただき、ありがとうございました。 

 

参加されたみなさんは、色鉛筆やクレヨンなどを使って上手に塗っていました。 

上手だブー 

「ぬりえ会」 201１年1２月２４日（土）,２５（日）,28 日（水）,2012年１月３日（火）～9日（月） 

「写生展」 201２年1 月７日（土）～2012 年１月３０日（月） 

レッドライン・パイプフィレッドライン・パイプフィレッドライン・パイプフィレッドライン・パイプフィッシュッシュッシュッシュ    

ドラゴンドラゴンドラゴンドラゴンフィフィフィフィッシュッシュッシュッシュ    
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編集・発行編集・発行編集・発行編集・発行    

あかつかやま Ｎｏ．37 2012/2/15 

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 

 

次号は 4 月15 日発行です。 

編集後編集後編集後編集後記記記記        

今号より、皆様に本誌をもっと活用してもらえるよ

うに付録として赤塚山公園に関するワークシート

『発見！あかつかやま』を作りました。公園の生き

物、施設、歴史など様々なジャンルの問題を出して

いきます。こたえは、本誌には、載っていませんの

で、実際に赤塚山公園に来て、探してみて下さい。 

ワークシート『発見！あかつかやま』 は、これか

ら連載していく予定です。毎号、集めるとワークシ

ート集ができあがります。学校やグループで教材と

して利用していただけるとうれしく思います。 

                     前田 民男    

行事・イベントの報告行事・イベントの報告行事・イベントの報告行事・イベントの報告        平成23（2011）年12 月～    

平成24（2012）年1 月 

12/4 ミニブタのおたんじょうび会 125 人 

12/6・7 全国飼育のつどい とべ大会参加 

12/9 土岐川観察館へ視察 

12/21～1/9 企画展「干支の生き物」  

12/23 第36 回赤塚山公園セミナー 

 「フェルトボールづくり」 28 人 

12/24～1/9 ぬりえ会 1602 人  

1/7 ～1/30 写生展 

1/25      豊川市立小坂井中学校  

         2 年生4 人インタビュー 

 

動物取扱業に関する表示動物取扱業に関する表示動物取扱業に関する表示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28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 

              

第 37 回赤塚山公園セミナー 

日時：日時：日時：日時：    2012201220122012 年年年年3333 月月月月 20202020 日日日日（火・祝）午後（火・祝）午後（火・祝）午後（火・祝）午後1111 時時時時 30303030 分から午後分から午後分から午後分から午後3333 時まで時まで時まで時まで    

内容：内容：内容：内容：    モモモモルモットとふれあって動物の勉強をしルモットとふれあって動物の勉強をしルモットとふれあって動物の勉強をしルモットとふれあって動物の勉強をします。ます。ます。ます。    

場所：場所：場所：場所：    ぎょぎょランドぎょぎょランドぎょぎょランドぎょぎょランド 2222 階階階階    創造の部屋創造の部屋創造の部屋創造の部屋    

対象：対象：対象：対象：    小学生小学生小学生小学生                    定員：定員：定員：定員：30 30 30 30 名名名名    

＜名前＞ 中赤 真穂 （なかあか まほ） 

＜みなさんへひとこと＞ 

昨年、蒲郡の水産高校を卒業した赤塚山

公園唯一の 10 代です。1 月に入ったばか

りなので勉強の毎日ですが、まずは動物た

ちに顔を覚えてもらえるように頑張って

います。園内のいろいろな所に出没してい

るので、見かけたら声を掛けてくれると嬉

しいです。 

申し込み申し込み申し込み申し込み： 3 月3日（土）午前9 時から先着順に受付けをします。直接、ぎょぎょランド 

１階受付けに来ていただくか、電話で申し込みをして下さい。   赤塚山公園  (0533)89-8891 

一緒に 

遊ぼうね！ 


