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開催期間
かいさいきかん 公開時間

月 日(金) ～ 月 日(土)2 0 1 8

１１：００～１４：００入場１ ：３３０まで

鹿苑 子鹿公開会場
ろく    えん こ     じか    こう     かい　   かい   じょう

料金 一般３００円 高校生以下無料(愛護会会員 同伴者１名様まで無料)

※小雨決行・荒天中止 ※子鹿の体調等を考慮して、予告なく中止する場合があります

アクセスガイド
〇ＪＲ・近鉄奈良駅より
　奈良交通バス「市内循環外回り」乗車
「春日大社表参道」下車、東へ徒歩約７分

〇ＪＲ・近鉄奈良駅より、東へ徒歩約３０分から４０分

専用駐車場はありません。公共交通機関をご利用ください。

主催・お問合せ

一般財団法人奈良の鹿愛護会

TEL:0742-22-2388 http://www.naradeer.com

（春日大社境内)

後援 (一財)奈良県ビジターズビューロー (公社)奈良市観光協会

(このイベントの収益は「奈良のシカ」の保護に活用されます)

P ＝駐車場(有料)

場所

６１ ６ ３０年

※場内バリアフリーではありませんのでご了承ください。
※ペット同伴での入場はご遠慮いただいております。(介助犬・盲導犬・聴導犬を除く)

〒630-8212 奈良市春日野町160番地1

(障がい者手帳をお持ちの方 付添１名様まで半額)

Yusuke Kawakami©



子鹿公開　赤ちゃん鹿大集合！
こじかこうかい　　　         あか　　　　　　　　   しか      だいしゅうごう

奈良公園には雌鹿が約700頭生息し、毎年５月中旬から７月頃まで赤ちゃん鹿が誕生するシーズンを迎えます。
人と鹿とのトラブル防止策として、毎年４月から妊娠しているお母さん鹿を｢鹿苑｣に保護し(約200頭)、赤ちゃん鹿が
お母さん鹿と一緒に行動できるようになる７月中旬までの期間中に、特別イベント｢子鹿公開｣を開催し、可愛らしい
子鹿を公開しています。

かあ　　　　 しか       　いっしょ　　   こうどう　　　　　　　　　　　　　　　　　 がつちゅうじゅん　　　　        きかんちゅう　　　　  とくべつ　　　　　　　　　　こじかこうかい　　　　   かいさい　　　　かわい　

 こじか　　　 こうかい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

ひと　　 しか　　　　　　　　　　　　　  ぼうしさく　　　　　　　　まいとし　　がつ　　　　  にんしん　　　　　　　　　　  かあ　　　　 しか　　　  ろくえん　　　　　 ほご　　　　やく　　　　とう　　  あか　　　　　　 しか

ならこうえん　　　　　   めすしか　　   やく　　　　 とう せいそく　　　　まいとし　　がつちゅうじゅん　　　　   がつごろ　　　　 あか　　　　　　 しか　 　 たんじょう                                           　　 むか　

鹿からのお願い
しか　　　　　　　　　          ねが

すご　　　　 しゅうせい
○奈良公園内で鹿の赤ちゃんを見つけたら、そっと見守ってください。子鹿は生後２～３週間は草むら付近で隠れて
　過ごす習性があります。
○鹿の赤ちゃんに触らないで下さい。人の匂いがついてお母さん鹿がお乳を与えなくなることがあります。
○お母さん鹿に注意してください。お母さん鹿は母性本能が強く、人が赤ちゃん鹿に近づいたりするだけで
　攻撃してくることがあります。
○鹿が誤ってゴミを食べてしまいますので、ゴミは必ず持ち帰りましょう。
○奈良公園に生息する鹿は野生動物で、主にシバや木の実を食べ、｢鹿せんべい｣はおやつです。その他の食べ物
　を与えるとお腹を壊しますので与えないで下さい。

ならこうえんない　  　　  しか　　  あか　　　　　　　　   み　　　　　　　　　　　　　　　     みまも　　　　　　　　　　　　　　  こじか　　　 せいご          　　　 しゅうかん　　  くさ　　　　　  ふきん　　   かく

しか　　  あか　　　　　　　　 さわ　　　　　　　　   くだ　　　　　  ひと　　  にお　　　　　　　　　　　　　 かあ　　　　しか        　　  ちち　　 あた

かあ　　　　 しか　　   ちゅうい                   　　　　　　　　　　かあ　　　　 しか　　　  ぼせいほんのう　　　 つよ　　　ひと　　  あか   　　　　　  しか　　 ちか　

ならこうえん　　　　  せいそく　　　　   しか　　　やせいどうぶつ　　　　  おも　　　　　　　　　  き    　　 み　　　 た　　　　　 しか                                                             　　　　　　　　　 　　ほか     　  た　　   もの

あた　　　　　　　　 なか　　  こわ　　　　　　　　　　 あた　　　　　　　　  くだ

しか　 あやま　　　　　　　　た　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 かなら　    も        かえ

子鹿公開 案内図
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「奈良のシカ」の生態や歴史
愛護会の活動を学べる
パネル展示コーナー

全国の皆様からご寄付
いただいたドングリを鹿達
にあげることができます。

鹿の事をクイズで楽しく
学ぶことができます。
何問正解できるかな!?

☆赤ちゃん鹿のはてなコーナー☆
あか　　　　　    　　  しか

 にんしんきかん　　　 う　　　　　　　　　　　　　　　 あか　　　　　　　　  たいじゅう　　　　　　　　　　　   にち　　　　　　にち　  やく　　　　　ぐらむ　　　

う　　　　　　　　　　   くらい　　  た　　　 あ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　すうじゅっぷん　　　　じかん     くらい    　 た　　　 あ　　　　   しょにゅう　 　 の

　　　　かあ　　  し か　いちにち  かい ていど　   ちち　 あた

パネル展示コーナー・鹿クイズでは「奈良のシカ」について学ぶことができます。

こじか　　　　　　　  ごろ   う　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

てんじ　　　　　　　　　 しか　　　　　　　　　　　 なら　　　　　　　　　　 　　　　　まな

Q：子鹿はいつ頃産まれるの？　　　　　　　　　　  
Q：妊娠期間と産まれたばかりの赤ちゃんの体重は？
Q：産まれてどれ位で立ち上がるの？
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

上から母子鹿を見学する
事ができます。

通路沿いに同じ目線で
母子鹿を見る事ができます。

会場専用の鹿のおやつ
当たりが入っていたら素敵
なプレゼントがもらえます。

（１個１００円）

(一財)奈良の鹿愛護会は、「奈良のシカ」の保護を目的として、1934年(昭和9年)に設立された保護団体です。　　
「鹿苑」を人と鹿が共生できる環境教育の拠点とし、鹿に関する知識(生態・歴史等)や当会の保護活動の資料展示や
各イベントを通じて天然記念物｢奈良のシカ｣の保護を伝えています。

 　　　いちざい　 　なら      　　しかあいごかい　　　　　　　 なら　　　　　　　　　　　　 ほご　　　   もくてき　　　　　　　  　　　　  ねん　しょうわ　　  ねん　　　せつりつ　　　　　　　    ほごだんたい

ろくえん　　　  ひと　　しか　　きょうせい　　　 　   かんきょうきょういく　 きょてん            　しか　　 かん　　　　   ちしき　  せいたい　　れきしとう　　　　 とうかい　　　　ほごかつどう　　　    しりょうてんじ

かく　　　　　　　　　  つう　　　　   てんねんきねんぶつ　　　 なら　　　　　　　　　　　　ほご          つた

順路
※場内一方通行

一般財団法人奈良の鹿愛護会
        いっぱんざいだんほうじん　　　    なら　　　　　　    しかあいごかい

 

※公開内容は変更になる場合があります。

A：５月中旬～７月頃に産まれます。(2017年の第１号は５月7日)
がつちゅうじゅん　　　 がつごろ　　    う　　　　　　　　　　　　　          ねん         だい　  ごう　　　    がつ　 にち　

A：210日～230日・約3,000g
A：数十分～１時間位で立ち上がり初乳を飲みます。

(お母さん鹿は一日３回程度お乳を与えます)

こうげき　

① ② ③

④ ⑤ ⑥

※三脚・自撮り棒禁止
　フラッシュ撮影はご遠慮ください　
　ご協力お願いします

パネル展示コーナー ドングリコーナー 鹿クイズ

会場専用当たり付き
鹿のおやつ母子鹿（見学通路）母子鹿
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男性用トイレ


