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夏の名残、秋の気配をそれぞれ感じる毎日です。
気温差にどうぞご注意くださいね！

季節の変化が感じられます。
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■恵比寿店
〒 150-0011 渋谷区東 2-24-3
平日/土曜：3時～夜9時　日曜/祝日：正午～6時 電話　03-5774-5443

■横 浜 店 〒 235-0007 横浜市磯子区西町 9-2
平日：2時～7時　土日祝祭日：1時～7時 電話　045-762-1232

■洗 足 店 〒 145-0062 大田区北千束 1-2-2
平日：2時～5時　土日祝祭日：1時～7時 電話　03-5726-1771

■通 販 部 〒 235-0002 横浜市磯子区馬場町 6-29
電話　045-750-5474　FAX　045-750-5476

■いろいろ大募集■いろいろ大募集

●横浜ベイラビットクラブ （ＹＢＲＣ）主催　第 8・9 回ラビットショー
　15 日（土）第 8 回・16 日（日）第９回ラビットショー
●獣医師によるうさぎのマッサージ講習会
●獣医師によるうさぎの東洋医学
●うさコレ 2008 ～うさちゃんのファッションショー～

みんなで一緒に、
うさコミュニケーション！

みんなで一緒に、
うさコミュニケーション！

飼主さんとうさぎのコミニュケーションを考えます。うさぎと飼主さんがお互いにリラックスし心を通わ
すには？もっともっとうさぎが好きになる。うさぎに好きになってもらう。これは、うさ飼いさんの永遠
のテーマじゃないでしょうか。そこで今年のうさフェスタ 2008 では、皆さんの願いを叶えるためのイベ
ントを山盛り用意しました。沢山うさコミュニケーションを取る事は、うさぎを知る事、うさぎの体を知
る事、うさぎの行動パターンを知る事、うさぎの好きな食べ物を知る事、うさぎの体に触れる事、うさぎ
と話をする事、そんなに難しい事ではありません。
縁あって飼主さんのもとに来てくれたうさぎたちが、幸せになってくれる事が飼主さんの幸せ。心をゆっ
たりとリラックスして「うさコミュニケーション」、癒し癒される。「一人一兎り」にいろいろな形があっ
ていい、そんな形を見つけられる・・・うさフェスタ 2008。

■いろいろ大募集

■予定イベント

11 月 15 日～ 16 日
日本最大うさぎのイベント
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11 月 15 日～ 16 日
日本最大うさぎのイベント
2 日間、AM10 時～2 日間、AM10 時～

045-754-2354

●ＹＢＲＣラビットショー参加者 （有料）
●うさちゃんのファッションショー参加者（参加賞他豪華副賞あり）
●獣医師による講習会参加者（有料と無料の２本立て）
●ボランティア（イベント＆ラビットショー）
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詳細はホームページで！詳細はホームページで！

今年は２回の全種類のラビットショーがあります。

● ファッションショー ● ラビットショー ● 講 習 会 ● ラビットショー

厳しい夏の季節からようやく９月へと突入しましたね。夏の疲れが残ってし
まう時でもありますので、飼い主さんもうさぎさんも、今こそ体調管理に気
を付けていただきたいと思います。さて、今年も大イベントのお知らせの時
期となりました！うさフェスタ 2008 がこの 11 月に控えております！！今
回はそのうさフェスタ 2008 と店長君の日のセールのご案内を致します♪
うさフェスタは、毎年楽しみにされている方々が増えていることと思います
が、もちろん今年お初☆という方も是非ご参加いただきたいと思います♪
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飼育相談Q&A飼育相談Q&A飼育相談Q&A飼育相談Q&A飼育相談Q&A皆さんの質問にお答え致します。
もっともっと読みたい方は、ホームページへgo!

Q:こんにちは。我が家には生後4ヶ月になるネザーのうさぎがいます。
最近私の妹がうさぎをさわろうとすると足ダンして威嚇？しています。
でも私がさわるとそうでもないので、うさぎにもこの人はきらいとか、
すききらいはあるのでしょうか??

A:うさぎさんも私たちと同じように、好きとか苦手とかという気持ち
も持ち合わせているといえるでしょう。これは食事などに対してもい
えることですし、環境などにも同様のことがいえると思います。妹さ
んに対してスタンピングをしているということは、警戒しているとい
う捉え方があると思います。何か警戒させてしまうようなことをした
ということはありませんか？頻繁に見せているのであれば、そのこと
が固定化してしまわないように、おやつや餌などを与えて、良いこと
もあるのだと覚えてもらうことなどもよいかもしれませんね。

Q: もうそろそろ一年になるホーランドロップ♂を飼っています。い
つもかわいくてじっと見つめてしまっています。今までは私が見てい
るとじっと見つめ返していました。視線をそらしていると、いつの間
にか私の側に来ていました。最近では見つめると「ビクッ」としたり、
逃げてしまっています。私は嫌われてしまっているのでしょうか？最
近ペレットもあまり食べなくなって、糞も小豆ぐらいの大きさまで小
さくなって、時には米粒ぐらいの大きさの糞をコロコロとするときも
あります。ストレスのせいなのでしょうか？それとも毛球症の疑いも
あるのでしょうか？部屋の中で自由にさせている環境のせいでしょうか？
うさぎの気持ちがわからなくなっています。

A:うさぎさんが見せる行動に、これまでとは違った様子があるという
ことですが、飼い主さんがおっしゃっているような「嫌われてしまう
ようなこと」に何か思い当たることがありますか？うさぎさんにとって、
イヤなことや苦手なことをされてしまうかも・・と思っていることも
あるのかもしれません。グルーミングや爪切りなどの為の抱っこがイ
ヤだったりして、それを警戒しているということも考えられることで
はあります。糞の大きさが小さくなっているということは、ちょっと
心配です。毛球症などの疑いもあるでしょうし、他にも原因があるの
かもしれません。ストレスによるといったこともあるでしょうが、そ
のことが体調不良のサインということでもあると思います。うさぎさ
んが見せる行動に違いがあるということも、具合が悪いということか
らのサインかもしれませんから、一度ちゃんと獣医師に診ていただく
ことが必要ではないでしょうか。

Q:生後5ヶ月のネザー♀を飼っています。とても慣れてはいるのです
が、小さい頃は飼い主の手をペロペロ舐めたりしたのでとても嬉しく、
そのたびに撫でてあげる様にしていましたが、最近は全く舐めず、頭
を下げて撫でてくれとおねだりします・・・そのままでも可愛いんで
すが、やっぱりもっと仲良くなって以前の様に舐めてもらいたいです。
ケージも噛むので朝と夜エサの前に30分は部屋に出してますが、そ
れでは物足りないようです。ここはシカトして、朝と夜の散歩を貫い
たほうがいいのでしょうか？ウサギの要望に率直に（わがままに？）
育てるのも問題ですか？あと、私の決まったズボンにだけ、異様な執
着がある様でいつも以上に足にカリカリ爪を研ぐ仕草をします。時に
は軽く噛むことも・・・このズボンを履いてると喜んでるのか標的に
されているのか・・・疑問です。遊んでるならいいんですがズボンが
不満なのでしょうか？（一部中略）

A:飼い主さんの手などを舐めてくれることは珍しい行為でもあります。
舐めうさぎさんには憧れますが、だからといってそれを強要すること
もできませんから、難しいことでもあります。舐めなくなったから、
仲良くないということではなく、うさぎさんも成長して、大人な（？）
行動を見せているというような解釈もできるのだと思いますよ。撫で
てほしいという気持ちはしっかり要求してくるのですから、これほど
可愛いことはないと思います。さて、飼い主さんがおっしゃるように、
うさぎさんの要望のままに過ごさせてしまうことは、あまり好ましく
ないことではあるといえるでしょう。自分の欲求に飼い主さんが応え
てくれるということを知ってしまうと、何が何でも自分の欲求を通そ
うとしてきます。そのことは飼い主さんから見れば問題行動となりま
すので、手をやくことになってしまいますから、しつけをしながら、
ただ、許せる範囲でうさぎさんのしたいことをさせてあげるという環
境でよいのではないでしょうか。ですから、そのご家庭ごとでうさぎ
さんの過ごし方が違ってくるということなのだと思います。そして決
まった洋服に対して、行動を起こすということですが、真意はこちら
でもわかりかねてしまいます。ただ、次のようなことは考えられるの
ではないでしょうか。その洋服を着た時に、なにか印象強いことがあっ

たりして、それを覚えているということや、素材やにおい、飼い主さ
んの振る舞い方などで、思わず行動に出てしまうなど、なにかしらの
理由があるのでしょう。ただ、それが攻撃したいということなのか、
喜んで見せているということなのかは、残念ながらうさぎさんに聞い
てみないことにはわからないといえるようです。

Q: １才６ヶ月のミニウサギのメスと暮らしております。以前から気
になっていることです。日中におとなしく眠っていると思われる時で
すが、上唇?が小刻みにプルプルと震えて、時には瞼も目は開けたまま、
小刻みに震え・・・そしてカラダ全体もまるで人間のように、「舟をこ
ぐ」が如く、こっくりこっくりとやるのです。そして、何か大きな物
音がなるとハッと我に返る感じです。見ていてとても微笑ましく思え
ます。家族の中では、きっと気持ちよくねむっているのだろうと話し
ています。一般的にうさぎさんとは、そういう仕草をするものなので
しょうか?それともうちのコ特有なのでしょうか。（一部中略）

A:このうさぎさんが見せる様子ですが、ご質問いただいた内容を拝見
するだけでも、その姿が目の前に浮かんでくるようです。うさぎさん
の中には、でん！と横になるように体を伸ばし、目もしっかりと閉じて、
少々の音などにも反応せずに寝入っている子もいるようですが、こう
いった子よりは、今回の飼い主さんのお宅のうさぎさんのような様子
で過ごしている子のほうが多いのではないでしょうか。普段も周りの
様子に敏感であったりする子であれば、いけないいけないと思いつつも、
眠気に勝てずにこういった行動に繋がっているような気が致します。
安全なんだから、ぐっすり眠ればいいのに・・といつも思うのですが、
そこは本能が勝っているのでしょうね。逆にいえば、安心仕切った様
子で眠っている子は、野生の本能をどこかに置いてしまっているのか
もしれませんね。私個人としては、本能と戦いながら眠る子がとても
好きですけれど・・。

Q: 現在生後９ヶ月を過ぎたホーランドロップのオスをサークルで囲
って室内で飼っています。その子がここ数日で噛み癖がついてしまっ
たようなのです。サークルから出すためサークル内で抱っこしようと
したら逃げ回り、何度か抱っこしようとしていたら足を噛まれたのが
最初です。血が出るような噛み方は初めてされたのですが、とくに深
く考えないでいました。別の日に、うさぎが寝ていたので起こさない
ようにそっとサークルを覗いていたら起こしてしまい、急に駆け寄っ
てきたので頭を撫でようとしたら手のひらを噛まれました。この時は
自分が起こしてしまったせいだと深く反省したのですが、それ以降何
かにつけて私を噛むようになりました。サークルの外で遊ばせていても、
何もしてないのに急に噛みつくこともあります。最近になって新しい
オスのミニウサギを迎え入れたので、その子のニオイがついていたの
かとも思ったのですが、家族には噛むそぶりもなくいつも通りで、私
だけに噛みつきます。それまでは私に一番なついてくれていたようだ
ったので、うさぎに申し訳ないと後悔する反面、触ることも怖くなっ
てしまいました。やはりうさぎの縄張りに勝手に侵入してしまったの
が原因でしょうか。その場合仲直りするにはどうしたらよいでしょうか。
何をしてもうさぎにとって逆効果になってしまうかと思うと何も出来
なくなってしまいました。（一部中略）

A:新しいうさぎさんを向かえたという大きな環境の変化がありますの
で、このこともこの行動に少なからず関係していることと思います。
始めに足を噛みついたということで、自分が抱っこされることから逃
げられたことを覚えてしまっている場合、そのことを繰り返すという
こともいえます。イヤなことがあったら噛みつくという方程式ができ
る場合があります。そして噛むということを言葉の代弁としているこ
ともあるのかもしれません。それには、新しいうさぎさんに飼い主さ
んの愛情を取られてしまったなどと捉えている場合もあるのでしょう。
だからこそ、何もしていなくとも噛んでくるという場面が想像できます。
飼い主さんに一番懐いていたということや、他の人には噛みつかない
といったことからも、そう読みと取れるのかもしれません。信頼関係
を取り戻すには少々時間がかかることでもあります。新しいうさぎさ
んとの関係性もよく考えなければいけませんが、きっとまた心を通い
合わせることができると思います。うさぎさんの気持ちになって考え
てみてあげてくださいね。無駄に興奮させないように過ごさせてあげ
ることや、どんなことも先住うさぎさん優先で対応してあげる、でき
れば新しいうさぎさんは、他のご家族の方に担当していただいて、そ
の飼育環境も別にして様子がわからないようにしてあげるなども効果
的なのかもしれませんよ。うさぎさんをよく観察しながら、そして話
しかけながら、心を込めて対応していただきたいと思います。

今月は「うさぎの行動」に関する内容を取り上げてみました。一見同じような行動でも、
うさぎさんごとや、取り巻く環境などでもその行動がもつ意味が変わってくることも
あります。一概にこの行動にはこの意味！と言い切れないことこそ、うさぎと暮らす
醍醐味なのです♪どうぞお宅のうさぎさんの行動の意味のご参考にしてくださいね！



うさぎの言葉

黒ちゃんの編集後記

うさぎの言葉

夏がやって来た！と思っていたら、あっという間に秋の気配を感じてしまう、本当に一年の移り変わりって早いものですね。朝晩
の気温差なども生じがちな気候でもありますから、引き続き気を付けてお過ごしてください。さて今回は、うさフェスタ2008に
関しての特集でしたが、秋がやってくると同時に、このイベントのお知らせをお届けするのが恒例になってきましたね♪どうぞ、
参加されたことのある方も、そうでない方も、そして今年初めて知った！という方も、是非是非ご家族揃って会場に足を運んでい
ただきたいと思います。たくさんのお客様にご来場いただいてこそのうさフェスタですので、奮ってご参加くださいね。たくさん
のハッピー☆をご用意してお待ちしております！

Q: 最近ケージの中で地ならしのようなぞうきんがけのような行動を
します。わらが落ちているのを端に寄せてるのかな？くらいにしか思
ってなかったのですが、ケージに手を入れて頭をナデナデﾞしている途
中でもぞうきんがけを始めます。なぜでしょうか？

A:ぞうきんがけと思わしき行動ですが、これはわりと見かける行動で
もあると思います。穴ウサギであるペットうさぎですので、穴掘りの
行動や逆にこのぞうきんがけのような行動がよく見られます。穴を掘
った時に出る土を片付けているような動作なのかもしれませんね。穴
掘りをせっせとしたあと、戻すようにこの動作が見られたりしますから！
今回のうさぎさんの場合には、ナデナデされた時でも見せる行動のよ
うですので、なにか言葉として伝えていることも考えられるでしょう。
撫でることの前後の行動なども読みとっていただく必要があると思い
ます。今は撫でないでという意味なのか、もっと撫でてという意味な
のか、うさぎさんの様子から、探っていただきたいと思いますよ。

Q: オスうさぎのほうが、頻繁ににおいつけの行為が見られるといわ
れていますが、私の家のうさぎはメスなのに、よくにおいつけをします。
メスにもにおいつけの行動は見られるものなのでしょうか?

A:うさぎさんのにおいつけの行為にも、様々な行動が見られると思い
ます。オスの場合には、おしっこを飛ばすということなどが代表とし
てあげられます。この他にも、顎を擦りつけるようにしてにおいつけ
を行うことも少なくないです。この行動はメスであってもよく見られ
ることでもあります。ケージの中のものに対して見せることもあれば、
ケージから放されたとき、その場にある物や時には飼い主さんに対し
ても見せる行動です。オスに多く見られがちのにおいつけの行動も、
メスであっても見せる行動ですし、もちろんうさぎさんそれぞれの個
体差でも見せる行動や頻度には違いがあるといえると思います。

Q: いつも勉強させていただいております。今回は何を求めているの
か分からないので投稿させていただきました。ネザー♂5ヶ月になり
ます。一日にケージから1時間ちょっと部屋に出しています。自由な
時間はやはり楽しいらしくとても元気に部屋中を探検しています。ふ
と姿が見えないなと思うと、ほぼわたしの側にちょこっといます。そ
してわたしが気づくと鼻でつんつんしてきます。構って欲しいのかと
思い撫でますが、すぐに逃げます。おやつ以外ではじっと撫でさせて
もらえません。あごではなく鼻でつんつんしてくるのでマーキングで
はない、構って欲しいのだと考えていましたが、違うのでしょうか？
ただうちの子はわたしにちょっかいを出す感覚でつんつんし、遊んで
いるのでしょうか？つんつん＝撫でてということばかりではないので
しょうか？何を求めているのか。撫でるのはうさぎにとって気持ちい
いと聞きますので、自分の撫で方が悪いのかとも思います。

A:顎先をこすりつけるようにしている場合には、においつけの行動で
もあると捉えられますが、鼻でつんつんという行動には、また別の言
葉があるのかもしれませんね。飼い主さんに対して構ってほしいとい
うことでもあるでしょうし、飼い主さんを確認しているということで
もあると思います。その場にいるということで、安心しているという
こともあるのかもしれません。手を出さずにそのままうさぎさんの様
子を観察していただくこともよいのだと思います。もしかしたらその
先に本当の言葉の意味があって、それがわかるかもしれませんよ。私
の友人の話ですが、鼻でつんつんされて、なにかなと思っていたら、
その後そこからどいて！といわんばかりに鼻先でぐいぐいと押しやら
れたということもあるようですからね。撫でられることが好きな子も
少なくないですが、うさぎさんの気持ち次第ということもあるでしょ
うし、どの場所を撫でられるのが好きかということでも、また見せる
行動は違ってくるのだと思います。ご家庭事にコミュニケーションの
方法は違っていて当たり前ですから、ご自分のお宅ならではのコミュ
ニケーションの方法を見つけていただきたいと思います。

エコロジーを考えよ
う・

・
・

私たちに優しい環境は、うさちゃんにも優しい・・・

今回はのテーマは「エコ＆コミュニケーション」、
みんなでうさちゃんと地球に優しい環境を考えましょう！

全商品 10％OFF（書籍等一部対象外）

ケージ特別割引　20％OFF

　（プロケージ・コンフォート 60 ＆ 80

　　クイックサークル）

特別割引商品　15％OFF

　（わらっこ倶楽部・オリジナル牧草・ 

　  600g ウーリー社ペレット他）

うさフェスタカタログプレゼント

冬物商品先取りセール　10％ＯＦＦ

クロスハーネス　08 ウィンターコレクション

カラフルでおしゃ
れ、折りたためて
便利なエコバッグ
です。肩にかけら
れて、10kgまで
の荷物が入る大容
量。本体と持ち手
部分がツートンの
ベネトンカラーが
とってもおしゃれ
です。使わないと
きには持ち手部分
に本体をたたんで
収納。マグネット
も付いているので
冷蔵庫や金属の家
具にピタッと張っ
ておけて便利で
す。

横浜店・恵比寿店のセールです！エコバックプレゼントは通販利用のお客様にもご用意しま～す。

「うさぎと一緒に暮らす」を考えるイラスト展示（予定）やエ
コロジーを考える商品紹介、秋冬商品の紹介、新作クロスハー
ネス登場、2009年カレンダー特集、うさぎのマッサージ大事
典プレゼント付販売など盛り沢山で皆様をお迎え致します。

横浜店 400 個・恵比寿店 300 個　通販部 300 個

価格：500円

3000 円以上ご購入の方に、

営業時間　12：00 ～ 19：00横浜店・恵比寿店　
20 日（土）・21 日（日）　ともに

８種類のカラーの中からお好きな色を選んでね！

通販ご利用のお客様は、色の指定はできません！

恵比寿店・横浜店のお客様は、

８種類のカラーの中からお好きな色を選んでね！

通販ご利用のお客様は、色の指定はできません！

恵比寿店・横浜店のお客様は、



Best shot紹介！

テーマQ&A
皆様の質問の中からテーマにそって選びました。もっともっと読みたい方は、ホームページへgo!

今回は避妊・去勢に関してのご質問です！

Q: 避妊手術についてお聞きします。ウサギの雌は子宮や卵巣の病気
が多く、避妊手術によって事前に防ぐという考え方を知ったのが、恥
ずかしながら最近のことです。避妊手術については賛否両論のようで
すが、発症率の高さを思えば手術した方が良いという考えには頷けます。
手術は早い方が良いと聞きます。しかし、我が家のうさぎは既に高齢（５
才と６才）です。一匹は非常に神経質なのでそれが心配です。ちなみ
に今現在は二匹とも元気で血尿などの問題は起きていません。心情的
には手術という怖い思いはさせたくありません。この年まで元気だっ
た子が手術によって万が一が起こったらと思うとぞっとします。けれど、
あの時手術をしておけば予防できたと後悔する可能性も否定できません。
悩んでいます。この年になって避妊手術を受けることはリスクとメリッ
トどちらが高いのか、疑問です。高齢での避妊手術の実例や成功の確率、
その後の経過などご存知でしたら参考までに教えて頂けるとありがた
いです。宜しくお願い致します。（一部中略）

A: 避妊手術に関しては、出産を考えていない場合であるのなら、早い
うちに手術をしてしまったほうが、うさぎさんへの負担が少ないとい
うことはだいぶ知られてきているようです。年齢が進むに連れて、体
に余分な脂肪がついたりして手術の妨げになったり、術後の回復力の
問題などが言われているようです。今回のうさぎさんは、高齢である
ということですので、確かに手術に対してのリスクが大きいともいえ
るのでしょう。ただ、避妊手術をしないメスうさぎの子宮に関した病
気「子宮腺癌」の発症率が、５歳までのうさぎに８０％の確立でみら
れる（書籍　ザ・ウサギ参照）ということですので、今現在この年齢
でもありますし、トラブルがないということですから、今後定期的に
獣医師に診ていただくということでもクリアできることかもしれません。
体調に変化がなく健康に過ごしていても、定期的に検査をしていただ
くことで、病気を早期発見できるといえるのではないでしょうか。も
ちろん今のこの時点で避妊手術の判断をすることもひとつの決断だと
思います。自然界で暮らしているうさぎならば避妊手術などとは縁も
なく、うさぎ本来の生活を送っているのだと思います。負担を掛けな
いということでいえば、自然のままに・・ということもひとつの決断
だと思いますが、私たちと一緒に暮らすうさぎ達はペットうさぎです。
人間の暮らしの中で過ごすことが当たり前のようにその生活に順応し
ているともいえるでしょう。そこでは、飼育環境や食事内容など、自
然界とは全くといって違う場面も多いかと思います。それに伴って、
うさぎの体に起こるトラブルが生まれていることもあるのだと思いま
すからね。ただ、うさぎさんの性格や今の健康状態を考えると、すぐ
手術ということが適しているのかどうかは、難しい判断だともいえる
ようです。担当の獣医師とよく相談されるとよいと思いますよ。実際
にうさぎさんを診ていただいているわけですから、より的確な判断を
していただけると思います。例は例でもありますので、その子にとっ
て一番の選択をしてあげることがよいのですから、じっくりお話し合
いをされて、そして納得のいく判断をしていただきたいと思います。

Q: 今回質問したいのは「去勢」についてです。うちはネザーの♂を飼っ
ています。お迎えしてから、来月で 1 年になるのですが、本で「去勢」
をするなら、6ヵ月～ 1 年くらいがいいと読みました。時期的にはそ
ろそろかな・・？って思うのですが、性格はヤンチャですが、スプレー
行為などの問題行為は今のところみられないし、マウンティングなど
もないです。時々、興奮した状態で走りまわったり、トイレ以外の場
所でフンをまき散らしたりはあります。手に負えない程の問題行動が
無いのであれば、あえて去勢する必要がないのでは？という意見もあり、
ちょっと迷っています。性格的に少し落ち着く可能性があるなら、やっ
たほうがいい気もしますし、将来的にやっておいたほうがいい場合も
あるのだと思います。ただ、一番気になるのが、去勢手術後のケアの
問題です。私は一人暮らしで日中は仕事のためウサギは一人でお留守
番をしています。帰宅も遅い職業なので、術後になにかトラブルがあっ
た場合を考えるととても心配です。♂の手術はそれほど難しくないと
は聞きましたが、性格を考えると、傷を気にして引っかいたり、気の
強いわりにデリケートなので、かなりのストレスを感じるのではないか？
と思います。私の住んでいるところでは、ウサギの去勢を行っている
病院がないため、車で 3 時間くらいかかる地域の病院へ行く予定ですが、
万が一何かあった時に手術した病院にはすぐ行けないのも悩みです。
近くの動物病院でもケアはしてもらえるとは思うのですが・・。最終
的に決めるのは飼い主の判断なのだと思いますが、一般論として、私
の今の環境で去勢をやるべきなのか、ご意見お願いいたします。（一部
中略）

A: 去勢や避妊手術に関しては、賛否両論あるともいえるでしょう。い
ろいろな角度から考えていただいて、結論を出していただくことにな
るのだと思います。生後５～６ヶ月を過ぎると、性成熟を向かえます
ので手術が可能になります。今回のうさぎさんは１歳ほどのようです
から、手術を行う時期としては適しているといえるでしょう。ただし、
これといった問題行動がないということでもありますし、その他様々
な心配事（術後の様子に対しての対応など）もあるようですので、全
面にお薦めするといった印象は少ないのかもしれません。また、行動
の変化を求めるということのほかに、去勢をすることで生殖器系の疾
患にかかりにくくなるということがあります。この予防の為にという
決断でもよいのだと思います。去勢をしたうさぎのほうが長生きする
などともいわれているようですよ。メリットとリスクをそれぞれ考え
ていただいて、うさぎさんの為にどうすることが一番よいのかという
ことなのだと思います。一番よいと思うことには、飼い主さんごと、
獣医師ごとでも違ってくるのですからね。主治医の獣医師などともよ
くご相談されながら、去勢を行うのならば、術後のケアに対しての協
力や、またこのままでいくのであれば定期的に健康診断をしていただ
くなどの計画を立てていくということなども必要なのかもしれません。
どうぞ悩める判断ではあるかと思いますが、よくお考えいただいて結
論をお出しいただきたいと思います。

お店のお客様の子やホームページのマイページから選ばせて頂きました。

レオちゃんまりんちゃん

チップちゃんチョコちゃん

ポコちゃん

ナインチェちゃん

timeちゃん

もこちゃんさくらちゃん

おすまし顔のうさぎさんに
集まってもらいました♪み
んな何を感じているのかな？
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