
 中秋の名月を向かえ終えると、すっかり秋の気配を感じる頃です。皆様のお住まいでは、お月様を、そして月
に住んでいるうさぎさん達を愛でることができましたか？さて、その週末には、毎年恒例の「店長君の日セール」
を開催いたしました！今回も大変多くのお客様にご来店とご利用いただきまして、本当にありがとうございます。
プレゼントに 1000 個用意させていただいたエコバック☆皆様に届きましたでしょうか？お買い物などにフル
活用してくださいね♪そして 11 月 15 日、16 日には、お待ちかねの日本最大のうさぎイベント「うさフェス
タ 2008」が控えております♪今年のテーマはうさコミュニケーション！！今からスケジュールを空けて、是非
会場に足を運んでくださ～い！

一緒にお月見、できましたか？

しっぽ通信
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！
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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！

■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

045-754-2354

11月15日～16日
日本最大うさぎのイベント

11月15日～16日
日本最大うさぎのイベント

11月15日～16日
日本最大うさぎのイベント

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～

●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）

●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）

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

■うさぎのしっぽブース

今年も 3000 円以上ご購入頂いた方
に カ レ ン ダ ー を 差 し 上 げ ま す 。
1000 名限定です。10％割引（書
籍や小物を除く）、ペレットや牧草
など一部商品 25％割引、ケージ等
の大型商品は、一年に一度の大型割
引があります。是非ご利用下さい。

一緒にお月見、できましたか？

●見開き A3 カレンダープレゼント！●見開き A3 カレンダープレゼント！



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:５日前に生後１ヶ月のミニウサギを飼い始めました。体重は150
グラムと小さく、家にきてからほとんど増えていません。ペットショ
ップであたえていたペレットと牧草をあげていますが、ペレットを全
く食べません。牧草は好きなようでよく食べます。違うペレットはど
うかと二種類置いてみましたがどちらも食べません。今は人参やキャ
ベツを１日朝夕と牧草をひとつかみあげています。うんちは野菜をあ
げているせいかコロコロだけど少し柔らかめで、おしっこもちゃんと
出ています。主人は野菜をあたえるのをやめて、空腹にさせればペレ
ットを食べるだろうと言うのですが、小さい体でもしもの事があった
らどうしようかと思うとなかなかできません。ペットショップに聞い
てみましたが、お店にきて4日ほどしかたっておらず、この子がペレ
ットを食べていたかどうかははっきり分からないそうです。ペレット
を食べてもらうにはどうしたらいいのでしょうか?主人が言ったよう
に空腹にしてペレットをあげる方法はどうなのでしょう?体調はとて
もいいみたいで元気に走り回っています。よろしくお願いします。

A:生後ひと月ということ、体重が１５０gということと、お店の方の
証言から考えてみても、母親うさぎからの離乳をしっかり終えていな
いのではないかと推測できます。ちょっと心配な状況かもしれません。
本来であればこの時期に、離乳を徐々に始めることになりますからね。
今の時期はひとりでペレットを食べたり、水を飲んだりすることを覚
える大事な時期でもあるのです。ペレットを食べていないことは、そ
れが食べるものだという概念がないのかもしれません。ショップにい
るときにもペレットは全く食べていなかったのでしょうか？食べてい
たかどうかわからないということはとても残念な声です。ペレットも
食べることができて、体重も増えて心配のない状態で、飼い主さんの
お家にお渡しいただきたいところです。とにかく、しっかり食べても
らうことと、体重が増えてくれること、排泄の状態にも不安のないこ
とが必要ですので、今後もしっかり経過をみていただくことが重要で
す。本当は生野菜などは水分が多い食材ですので、下痢をおこす可能
性もありますが、今回のうさぎさんの場合には、この野菜と牧草で栄
養をとっている状態でもあるようです。お腹の調子も落ち着いている
ということがありますので、ペレットを食べさせたいがために野菜や
牧草を取り上げることはちょっと心配でもあります。ですので、お腹
の調子をみながら今の状態で体重管理をしていただくことでもよいの
かもしれません。もちろんペレットも食事であるということを覚えて
もらえるように、与え続けていただくことが必要です。ペレットの形
状や大きさなども見直していただいてもよいかもしれません。また、
場合によっては、水でふやかして与えてみてもよいでしょう。いずれ
にしましても、よく観察していただきながら、体重が増えないという
場合や、ちょっとでも不安な様子が見えたときには、迷わずに獣医師
にご相談いただくことが必要になりますので、うさぎを診ることがで
きる獣医師を探しておくことも大切ですね。

Q:ネザーランドのオス５月生まれの８００グラムぐらいの子です。
食事は、ペレットを３０g位チモシーは、様子を見ながらあげますが
チモシーの方が好みのようで、最近ペレットを残します。食事の内容
が飽きたのかと余計な心配をしています。いつ頃からペレットとチモ
シー以外のたとえば生野菜 (ニンジンなど）を与えても良いのでしょう
か？日常は、とても元気の良い子です。

A:まず、ペレットを残すようになったということですが、なぜなのか
ということも考えてみていただきたいと思います。生後４ヶ月のうさ
ぎさんが、３０g位ほどのペレットを残すということは、これだけで
考えるとかなり食が細いのではないかと思われます。もちろん個体差
のあることではありますが、体調が思わしくなく食欲がないという状
態ではないのかということを考えていただきたいと思います。ただ、
体重がしっかり増えていることでもありますので、体調によること以
外にも原因がないかを探っていただきたいと思います。ペレットの品
質に問題がないか、ペレット以外のものでお腹いっぱいになっていな
いかなどが考えられることでしょう。また、成長からみると少々はや
いかもしれませんが、食事の取り方に落ち着きが見られてきている場
合もあるかもしれませんので、今後も与える食事の内容と量などの把
握、体重の増減などもより気にしていただきながら、過ごさせてあげ
ていただきたいと思います。そして、生野菜などを与える時期ですが、
与え始めるにはよい時期かとも思います。その際には本当に少しずつ
試していただくことが大事です。これまで食べたことのない食事の内
容になりますから、お腹の消化システムが普段とは異なった働きをみ
せることもあり、お腹の調子を崩す場合もありますので、様子をみな
がらということが大事になってくるのです。与えて良い野菜や野草の

中で、生のものや乾燥させたタイプなど、うさぎさんの好みを探して
いただくこともよいでしょうね。

Q:１才６ヶ月のネザー雌を飼っています。ベッドでホリホリするの
が大好きだったのですが、おしっこをたまにされて困っていました。
先月、引っ越したのを機にベッドに乗らなくなり安堵していたところ、
ちょっと目を離した隙にベッドにのぼることを覚えてしまったようで
した。癖になってしまったら嫌だったので、ベッドに乗るたびにすぐ
に追い払ったり追いかけたりしていたら２日目くらいからペレットを
食べなくなりました。牧草やおやつは喜んで食べるのに、ペレットは
一口も食べないんです。そのうち食べるだろうと思ってましたが３～
４日経っても食べません。これは、ベッドに乗るたびに追い払ってた
ことによるストレスなのでしょうか。諦めてベッドで遊ばせるべきな
のでしょうか？（一部中略）

A:ベッドに乗ることを覚えないようにしつけたことが、ペレットを食
べなくなったことに直接関係しているのかどうかの判断は難しいこと
でもあると思います。まず引っ越しして環境が変わったということも
ありますので、このことが関係していることも少なからずあるのかも
しれません。そして飼い主さんがおっしゃるように、しつけが関係し
ている場合もあるでしょう。叱られたことがストレスになってという
こともあるでしょうし、叱られたことに反抗してペレットを自ら食べ
ないという行動にでる子もいるのです。体調が悪くて食べられないと
いうことや、ペレットの品質に問題があるなど、いろいろ原因として
考えられることがあると思いますので、何が原因なのかを探っていた
だきたいと思います。そして心配な場合には、健康チェックをしてい
ただくためにも、獣医師にご相談することも大事なことです。

Q:ロップイヤーの女の子（生後10ヶ月、体重2kg、現在発情期中
（困））なのですが、この前とは逆で今度はペレットを食べる量が減っ
てきて困っています・・・以前は1日60gをきっちり食べてたのです
が、今は半分以下に減っています。生野菜や乾燥野菜をあげるとすご
い勢いで食べるので、食欲自体がないわけではないと思います。牧草
も食べていますし、糞は少し少ないような気もしますが形は普通です。
このまま野菜中心の食生活になってしまっても問題ないのでしょう
か？栄養面と野菜をあげすぎると水分でお腹を壊す子がいると聞いた
ことがあるので、少し心配で書き込みしてみました。お返事宜しくお
願いします。

A:生後10ヶ月のうさぎさんでもありますので、食欲が落ち着いてき
たということも考えられるかとも思いますが、ペレット以外に関して
は食欲をしっかり見せているようですので、ペレットの品質などに問
題がないかということを再確認していただく必要があると思います。
また、ペレットの与え方と、それ以外の与え方に違いがあるようなら
ば、その環境も見直してみてください。餌入れに問題があったり、飼
い主さんから直接与えてもらいたいなどといったこともあるのかもし
れませんからね。そして体重のチェックも行いながら、体調に問題が
ないかということもしっかり観察しましょう。体重や体調に変化が見
られたときには、なにか原因があるといえるのですから、その原因を
改善してあげられるようにしていただきたいと思います。

Q:３日前にペレットを新しい袋にかえたら、ぜんぜん食べなくなり
なした。今までと同じ種類のペレットです。ニオイは嗅ぐのですがた
べようとしません。牧草やおやつはよく食べます。このまま牧草だけ
でもいいのでしょうか。それとも、新しい違う種類のペレットを買っ
たほうがいいでしょうか。今、換毛時期に入って毛がいっぱい抜けて
ます。フンが三つぐらい繋がって出ている時もあります。ペレットを
食べない事と関係あるのでしょうか。よろしくお願いします。

A:ペレットは、その原料が牧草になりますので、その時々の天候の違
いや、同質の牧草を使用する為に産地が変わったりすることで、違い
が生まれてしまうことがあるのです。微妙な違いでもそれを感じ取る
うさぎさんも少なくないですので、新しい袋を開けるときには、前の
ペレットがまだ残っている時に少量ずつ混ぜて与えてあげることも必
要なのです。ただ、これ以前の問題として、新しく開けたペレットの
品質に問題がないかということを確認していただくことが大切です。
牧草は毛球症の予防にもなりますので、このまま与えていただいてよ
いですが、おやつの量が多すぎないかということを見直していただく
ことは大事なことです。ペレットよりも美味しいと思うものでお腹が
いっぱいになってしまっていては、ペレットに魅力がなくなってしま

今月はペレットに関したご質問が続きました。夏の疲れから食欲が落ちたということ
がないかを考えながら、ペレットについても考えていただくことが大切なことなのか
もしれません。牧草と同じように自然からの産物でもありますので、いつも同じもの
ということが難しいということをご理解いただいた上で与え方を考えてみましょうね。



うさぎの言葉

黒ちゃんの編集後記

うさぎの言葉

絵本ご紹介「おかあさんのやくそく」

ずは品質に問題がないかという確認と、ペレット以外のおやつやご褒
美の量を見直すこと、そしてその中からほんの少量をペレットに振り
かけるようにして混ぜて与えてみるなどで観察してみてください。も
ちろん、体調などに問題がないかということも重要になってきますの
で、食欲や排泄の状態を見ながら、心配な場合には獣医師に相談して
くださいね。

Q: こんにちは、三歳半になるミニうさぎを飼っています。９月の初
めに同じメーカーのペレットの封を開けてあげたら、食いつきがいま
までとは違ってしまい悩んでいます。それまでのペレットは準備して
いるときから、早く早くとせかすほどだったのに。一応前のと新しい
のと混ぜてあげたんですが、もっと早めにそうするべきだったのでし
ょうか。ペレットは前のと今のとでは色が微妙に違います。香りは同
じなんですが。同じメーカーでも海外のものは特に全く同じものを提
供するのは難しいと知っていましたが、食いつきが悪いですけど食べ
てはいるので、このままあげていていいのでしょうか？よろしくおね
がいします。保管状態はよかったです。健康診断の状態も良好でした。

A: うさぎさんが食べるペレットは牧草が原料でもありますが、その牧
草は私たちが食べるお米やお野菜などと同じように、その時々の天候
でその出来に違いがあったりします。同じメーカーの同じペレットで
も、ロットが変わることで、微妙な違いが見られてくることは、自然
の産物でもある牧草から作られているがゆえのこととご理解いただき
たいことではあると思います。ただし、実際食べるうさぎさんがその
ことを理解しているかというとそうでもないわけですから、悩むとこ
ろです。今回のうさぎさんの場合には、食いつきがこれまでとは違っ
た様子ではあるものの、最終的には食べてくれているようですので、
前の物がなくなるまで、混ぜて与えてあげることでよいと思います。
もちろん、品質に問題がないかということは再度ご確認くださいね。
そして、今後もどういった食べ方を見せるかということや、排泄の状
態、体重や体調なども合わせて観察いただくとよいと思います。

絵本は、子供だけが読むものではありません。この絵本は、
うさちゃんとの出会いを思い出させてくれる、暖かい気持
ちになる素晴らしいストーリーと本当にかわいい絵でいっ
ぱいです。始めてうさちゃんと暮らす方にも、何年も一緒
に生活している方にも、是非一度読んで欲しいと思い、

「うさぎのしっぽ」で発行させていただきました。
（こ絵本販売による利益は、うさぎ愛護に使わさせて頂きます。）
また、この絵本は、「ハッピーうさぎフォーラム」さんのた
めに制作されましたもので、是非一度、「ハッピーうさぎフ
ォーラム」さんのホームページ（　　　　　　　　　　）
を見て、うさちゃんと生活するという事の責任を考えてみ
て下さい。そして、この楽しい生活をもたらしてくれたう
さちゃん達に感謝して欲しいと思います。

始めてうさちゃんと暮らす方に・・・、ずーとうさちゃんと暮らしている方に・・・

表紙のごあいさつでのお月見話の続きですが、中秋の名月である十五夜のお月見の後に、十三夜のお月見があることをご存じです
か？十五夜は旧暦の八月十五日を指しているのですが、翌月の旧暦九月十三日の夜にもお月見をする習慣が日本にはあるというの
です。お月見にはススキやお団子などをお供えするのですが、この十三夜のお月見には、栗や枝豆などをお供えするために、栗名
月や豆名月などど呼ばれているのですって！ちなみに、十五夜のお月見は芋名月（里芋をお供えするようです）と呼ばれるそうで
す。十五夜とついになった十三夜。どちらか片方だけのお月見は片見月と言われてしまうようですから、是非この十三夜もお月見
を♪今年は 10 月 11 日（土）が十三夜にあたります。月のうさぎさんにまた会えるといいなぁ～☆

います。ペレットに問題がない場合には、それを食べてもらえるよう
に誘導してあげながら、それでも全くペレットを食べないという時、
うさぎさんの体調や体重に変化がある場合などは、新しいペレットを
与えるということも考えてあげることは必要なのかもしれませんね。
ただむやみやたらといろいろなペレットを与えてしまうと、好みでは
ないペレットは食べずに、次ぎのペレットに変わるまで待つという行
動に出る子もいますので、注意していただくことも必要です。

Q: ペレット新しいのに変えたので食べなくなりました。( 前と同じペ
レットです ) 古い残りのペレットの粉は食べたし、ちょうだいっていう
合図はするし、草は食べるので、食欲とかは大丈夫なんですが、ペレ
ットの HP をみたら時期によって中身が変わると書いてあったのでそれ
が原因かと思うのですが、これから先ペレットを食べてくれるか心配
です。全く食べなかったらどうしたらいいのでしょうか？

A: ペレットの原料は牧草です。牧草はお野菜やお米などと同じよう
に、自然の産物でもあります。天候が牧草の出来を左右することもあ
り、品質に違いが見られることも多いといえるでしょう。同じメーカ
ーの同じペレットであっても、作る時期が違っていれば、同質の牧草
を使うために産地の異なったものを使うということもあるのかもしれ
ません。ですから、いつでも同じペレットを作ることは、とても難し
いことでもあると同時に、その時々で微妙な違いがあるということな
のです。このちょっとの違いをもうさぎさんは感じ取ることが少なく
ないのです。ロット（一度に製造されるくくりのようなことですが、
しいていえば、賞味期限や製造年月日が同じ物）が変わることで、食
いつきに違いがあることもよく聞かれる話です。よりデリケートなう
さぎさんの場合には、無くなりかける前に、新たな袋を開けて、それ
を混ぜながら与えてあげることがよいといえます。また、購入すると
きにも、同じロットであるかということを確認することもよいのでし
ょうね。今回の場合には、すでに新しいペレットだけの状態ですので、
これを食べてくれるように誘導してあげることになると思います。ま

商品番号：6000
  A5 版　20 Ｐ
税込価格 :160 円



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!

Q: 感情表現だと思うのですが、ウサギの床だんとは主に何なんです
か？ストレスがたまっているとか、どこかが痛くていらいらしている
とかがあったらこわいので。今までしなかったのに、飼い始めて 1 年
くらいでしはじめました。すぐにやんだんですが教えてください。

A: うさぎが床をダン！とする行動をスタンピングといいます。足ダン
などとも呼ばれているようです。この行動が見られるときは、何かを
伝えたいときや怒っているときなどのようです。野生のうさぎは仲間
に合図をするときに、このスタンピングをするそうです。敵がきたか
ら逃げろなど、仲間に教えるためのコミュニケーションのひとつとい
えるでしょう。うさぎの行動には理由がありますので、その理由を飼
い主さんが理解してあげることが必要だと思います。そしてストレス
などで怒っているのだとしたら、その原因を排除してあげることが必
要かもしれません。もしまた行動が見られたら、何を伝えようとして
いるのか、うさぎさんやうさぎさんを取り巻く環境をよく観察して下
さい。きっと理由がわかるはずです。

Q: こんにちは！もうじき１歳になるネザーの女の子なんですが・・・・
私が寝て１時間くらい経つと足ダンを始めます。( だいたい１時半位に
寝るのですが、寝る前に新しいチモシーをいれてあげます。) １週間前
から毎日やっています。私の生活はかわっていないし足ダンは今まで
１度もした事がなかったんです。かわった事と言えば、家は集合住宅
なのですが最近隣の家に赤ちゃんが生まれて夜中時々泣いてます。う
ちの子は子供の泣き声がとくに嫌いみたいで、外で泣き声がするとずっ
と耳をピンと立てて気にしています。でも足ダンする事は今までなかっ
たんです。昼間、隣の赤ちゃんが泣いていても足ダンはしません。泣
き声に対して足ダンしてるのでしょうか？どうしたら落ち着くのでしょ
うか？

A: 足ダンといわれるスタンピングをする時に、赤ちゃんの泣き声が毎
回聞こえてくるのであれば、その事に対して行っているととらえられ
るかもしれませんね。ただ、夜の決まった時間のようですので、いく
つかの要因が重なっていることも考えられるかもしれません。スタン
ピングをしたときに飼い主さんはうさぎさんにアクションを起こして
いるでしょうか？もしそうだとしたら、スタンピングをするとかまっ
てもらえると理解している可能性もあります。はじめは何かの拍子に行っ
た行為も、飼い主さんが遊んでくれると覚えたのであれば、習慣化す
る場合があります。こういった場合は、習慣化させないために無視す
る事が必要になってきます。うさぎさんは行動を起こすときにその前
後の行為を関連づけて理解します。飼い主さんの生活のほかにもうさ
ぎさんの生活に変化がないか考えてみて下さい。またスタンピングは、
怒っているときに行われる行為と理解されがちですが、そのほかにも
仲間になにかを伝えたいときにも使われる行動です。飼い主さんに何
かを伝えたいという行動として見せているのかもしれませんね！

Q: いつもお世話になっております。最近しきりに夜中、足ダンをす
るので心配でご相談させていただきます。4 歳半になるネザーのメス
です。今のところ病気もせずに元気です。飼育方法は２畳くらいのスペー
スに木のサークルで囲って、わらっこのかまくらハウスを置いたり石
板を置いたり、牧草を自由に食べれるようにウサギが入って食べれる
大きさのケースに牧草を入れています。ケージも置いて、中にもわらっ
このベッドや座布団を敷いています。寝る前には餌もあげるし、野菜
も置いておくし、水もあるし、特に不足しているものはありません。
しかし、１２時位には床につくのですが、１時や、４時や、ばらばら
の時間に毎日ではないものの、足ダンを続けます。眠りが浅いほうな
ので、隣の部屋に寝ていますが、聞こえてきて、ついついおきて抱っ
こして、しばらく撫でて上げます。そうすると、その後はあまりなら
しません。寂しいんでしょうか？昼間にはしません。一応、なでてあ
げたり、いつも普通に接しているのですが、何に不満なのかさっぱり
分かりません。習慣化して、足ダンすれば起きてくれる！！って学習
させるのはまずいのでしょうか・・・こらえて、鳴り止むまで我慢し
た方がお互いに良いのでしょうか？？アドバイスがありましたら、ぜ
ひ教えてください。よろしくお願いいたします。

A: そうですね、うさぎさんが足ダンと呼ばれるスタンピングをするこ
とによって、飼い主さんが構ってくれると覚えさせてしまっては、飼
い主さんがそれにおつき合いしなければ、永遠と繰り返すようになっ
てしまいます。いくらかわいいうさぎさんでも、これでは飼い主さん
の生活に支障がでてきてしまいます。きっとはじめは何らかの意味があっ
てスタンピングしたのかもしれません。うさぎさんが仲間に危険など
を知らせるときにも見せる行動でもありますので、飼い主さんに何か
伝えたいことがあったのかも・・とも推測出来ます。ですがこれに反
応してうさぎさんに構ってしまうと、そのことをパターンとして覚え
てしまい、飼い主さんに構ってほしいときにはスタンピングするとい
う行動をつなげて覚えてしまいます。それだけうさぎさんは賢い動物
なのです。もしこうして覚えてしまっても、かわいいから許すわ！と
いうお考えであれば、今までのように構ってあげてもよいと思います。
そうではなく、飼い主さんの生活にきちんと合わせた生活を送らせる
ということであれば、しつけが必要になってくるのだと思いますよ。
だれが偉いのかをしっかりと考えさせてそれを教えていただき、その
上下関係に沿った生活をおくらせてあげることが必要なのかもしれま
せんね。

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。

さくらちゃんメラニーちゃん

みみたんちゃんもさ吉ちゃん

らっきーちゃん

ぽぷりちゃん

ムートちゃん

ぷうちゃんジルちゃん

うさぎさんの素敵なおとも
が一緒ですね♪ good ショ
ットと合わせて紹介します。
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