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まださむい ３がつのあるひ

はなしょうぶえんの いけで

ふしぎなものを みつけたよ。

それは ほそながい ぜりーの

ようなものに つつまれた

くろい つぶつぶ。　

なにかの たまごみたい。

はてさて　なんのたまごかな？

じかんを　まきもどして

みてみよう！

そのまえのひの よる ８じすぎ。

たくさんの　おおきなかえるが　

いけに あつまっていたよ。

みんなが もみくちゃになるなか

を ぬけだした 2ひきの かえる。

からだの ちいさな かえるが

おおきなかえるの せなかに

のって ぎゅっとだきしめた。
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そうされると おおきなかえるは

おなかにはいった たくさんの　

たまごを ゆっくりと うみだして

いったよ。 おおきなかえるは　

めすだったんだ！

こうして うみだされた たまご

は 2しゅうかんくらいで

おたまじゃくしに なるんだよ。

ほかのいきものに たべられずに 

おとなと おなじすがたになったら 

りくにあがるんだ。

まだまだ ちいさなからだだけど

りくにあがったあとも かえるたち

のだいぼうけんは つづくよ。　

はやくおおきくなって また

はるに あおうね！

　今回は赤塚山公園の花しょうぶ園に産卵に来るアズマヒキガエルについてとりあげてみまし

た。家の庭などにもすむ身近なカエルです。ガマ合戦で知られる繁殖行動や、卵やオタマジャ

クシが容易に観察できる見どころの多い生き物です。しかしながら産卵の時期にしか水辺に現

れないため、普段はあまり目につかず、その存在に気付かない方も多いです。

　でもご安心ください！繁殖期を逃しても、ぎょぎょランドのアクアギャラリーⅡで飼育展示し

ており、1年中ご覧いただくことができますよ。大きなカエルに会いに来てくださいね。　　

学芸員　杉浦篤史
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おしらせ

赤塚山公園イベント情報30年度

赤塚山公園クイズ 七夕飾り

5/5土㊗ 7/1日▶ 7/7土
園内を散歩しながら、問題に
挑戦してみよう！先着３００名

みなさんの願い事を短冊に
書いてみませんか？

たけのこ(ハチク）収穫体験 夏休みイベント

5/13日   申し込みは4/20(金)まで 夏休み期間中
園内に生えているハチクを
探して採ります。

カブトムシのふれあいなど
夏ならではのイベントを開催！

バードウォッチング ナイトツアー

5/２0日 7/20金
第1回赤塚山公園自然観察会
講師：東三河野鳥同好会会員
渡曾 理絵先生

第3回赤塚山公園自然観察会
講師：自然観察指導員
天野 保幸先生

赤塚山公園で遊ぼう 秋のぎょ長の水族館

5/21月 9/22土▶ 9/24月㊗
学校の日の振替休日は、
赤塚山公園で遊ぼう！

夜のぎょぎょランドで生き物
観察をしてみよう！

花しょうぶまつり キノコの観察

5/25金▶ 6/17日 9/30日
約100品種5000株の
花しょうぶが見られます。

第4回赤塚山公園自然観察会
講師：鳳来寺山自然科学博物館
館長　加藤 貞亨先生

梅収穫体験 赤塚山公園写生大会

6/9土・10日・13　・14木 10/14日
子供の部：6/9・10 
大人の部：6/13・14

おいしい梅の収穫をします。

園内で好きな場所を見つけて
絵を描いてみよう。

カタツムリの観察 ウサギとモルモットのお家に色をぬろう

6/17日 10/15月(雨天時10/22月)
第2回赤塚山公園自然観察会
講師：豊橋市自然史博物館　     
学芸員　西 浩孝先生

ウサギとモルモットのお家に
絵を描きます。

水
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※時間・内容は、生き物の体調や天候により変更することがありますので、ご了承ください。

年末年始イベント みんなの写真展

年末年始 2/14木▶ 3/18月
冬休みやお正月限定イベント
を開催します。お楽しみに！

みなさんが園内で撮影した
写真を展示します。

写生展 梅まつり

1/4金▶ 1/31木 2/ 9土▶ 3/11月
写生大会の作品を展示します。
ぜひ、ご覧ください。

25品種281本の梅の花を
お楽しみいただけます。

バードウォッチング 春休みイベント

1/6日　 春休み期間中

第5回赤塚山公園自然観察会
講師：東三河野鳥同好会会員
渡曾 理絵先生

春休み限定イベントを開催
します。お楽しみに！

赤塚山公園で遊ぼう

1/21月 １/４木▶ 29日月

学校の日の振替休日は、
赤塚山公園で遊ぼう！2回目

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。

注意

ぎょぎょランド・アニアニまあるふれあい情報

「遠足」「社会見学」「総合学習」などで

動物のふれあい、コイのえさやりが体験

できます。事前申し込みが必要ですので、

お気軽にお問い合わせください。

ぱくぱくタイム コイのえさやり ぎょぎょットーク ヤギのえさやり

ミニブタのえさやり ポニーのふれあい ワクワク工房モルモットのだっこ

ウサギ・ モルモットの

新しくふえました

月・水・木・土・日・祝

10：00～11：00

毎日（休館日・金曜日を除く）

14：00～14：10

飼育員の解説付きエサやりタイム

日曜日
14：30～

飼育員がぎょぎょランドの

生き物のお話をします。

毎日（休館日を除く）

11：00～11：10

毎日（休館日を除く）

11：20～11：３0

月曜日
13：30～14：00 13：30～14：00

13：30～14：00

水曜日 金曜日

土・日・祝

9：00～16：00
簡単な工作ができます。

土曜日 14：30～

 「しぜんとあそぼう」

自然の中で目で見て触れて、五感を使って楽しく

小さなお子さんも参加できる自然体感会です。

ふれあい
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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

あかつかやま　Ｎｏ．74　2018/4/15

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

行事・イベントの報告 平成30（2018）年2月～3月

2/10　梅まつり（~3/18)
2/16    みんなの写真展（~3/19)
2/24    豊川市商工観光課 
　　　とよかわ観光資源探訪ツアー 　　23人
2/28    岡崎蓑川2区むつみ会 15人
            ぎょぎょランド 　ガイドツアー 
3/2      東海理化 2人
            レクチャ―　　　　　　　　　　 
3/8      静岡市立日本平動物園よりヤギ1頭搬入
3/11    とよかわ農業市
            サンテパルクinぎょぎょランド
　　   子ども工作「くるくるチューリップ」404人
            絵本の読み聞かせ　リトルビーズ
         「おはなしとリズムであそぼ」

3/14    新城市立千郷中学校　1年生　 33人
　　　出前授業「社会人と語る会」
3/15    ポニー・ロバ削蹄         
3/21   「たまご鉢をつくろう」　　　　 226人
3/22    展示生物「アユ」100匹搬入
3/21・23・24・25   ヤギの名前募集
3/24・25・31 「ぬりえ」 659人
3/26 「ちょこっとしいくいん」 ９人 
3/28 「ちょこっとしいくいん」 8人
 愛知県立新城高等学校　2年生 　 1人 
 職場体験(~3/29)
3/29 「ちょこっとしいくいん」 10人
3/30 「ちょこっとしいくいん」 7人

新しく仲間入りしました

3月8日に静岡市立日本平動物園よりヤギ

が1頭仲間入りしました。とてもひとなつっ

こく、食いしん坊で元気な男の子です。

　【誕生日：2016年10月 4日】

～よろしくメェ～

3月21、23~25日に名前を募集しました。

たくさんのご応募ありがとうございました！

春らしいいい名前です。ぜひ、名前を覚えて

会いに来てくださいね。

～名前が決まったメェ～

なまえ「○は　る　た　」

報告
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次号は6月15日発行です。


