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周辺MAP
QRコード WEBサイトQRコード

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)

公開時間１１：００～１４：００入場１ ：３３０まで
※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

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 https://naradeer.com

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

（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

月 日(土) ～ 月 日(日)2 0 1 9 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)

※毎月曜日休み( 3日・10日・17日・24日 )



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。
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鹿からのお願い
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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

(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。
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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

奈良の鹿愛護会は、鹿と人が仲良く暮らす環境づくりのため、出産を控えたお母さん鹿を鹿苑に保護しています。
保護されるお母さん鹿は、ストレスを感じることなく安全・安心な出産や子育てをしています。
鹿の赤ちゃんが誕生するシーズン(5月中旬～7月頃)の6月には、この期間限定で大集合した可愛らしい鹿の赤ちゃんを
特別公開しています。この時期にしか見られない鹿の赤ちゃんと、微笑ましい鹿の親子の姿をぜひご覧下さい。
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子鹿公開会場 案内図
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④・⑤・⑥
パネル展示コーナー
ドングリコーナー
鹿クイズ

②保護エリア（母子鹿)
女性用トイレ

愛護会会員ご入会受付
男性用トイレ・事務局

注：通り抜け出来ません

チケット
販売所

PRブース

③会場専用シカのおやつ
販売コーナー
景品引換・両替所

会場観覧席から母子鹿を
見学する事ができます。

① 子鹿公開会場

② 保護エリア（母子鹿）

通路沿いに同じ目線で母子鹿
を見学する事ができます。

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。

③ 鹿のおやつ(100円)

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。

⑤ドングリコーナー

会場内でのお願い
・場内一方通行
・場内三脚・自撮り棒 禁止
・フラッシュ撮影はご遠慮下さい
・場内でのお食事はご遠慮下さい

公開内容は予告なしに変更になる場合があります。

「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

④ パネル展示コーナー

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!?

⑥ 鹿クイズ
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