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新しく仲間入りしたヤギの「ひかり＆きらり」
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特 

集

　8月19日に新しくアニアニまあるに仲間が2頭増えました。可愛らしい姉妹のヤギさんです。

今回は、この新しく仲間入りした姉妹の一日をご紹介したいと思います。すくすく成長中の

2頭の様子をご覧ください。そして、今後も成長を見守ってくださいね。

姉 妹 のヤ ギさん

まずは・・ 姉妹のヤギさんプロフィール

「おはよう！今日も元気かな？」

2頭そろって扉まで来て、ごあいさつ。

目ヤニなど拭き取り、ボディチェックを

念入りに済ませて準備完了。移動の様子は

　　こちらから→　

朝は、ゆっくり食べられる

ように、おとなのヤギと

別にしてエサを与えています。

自由時間におとなのヤギと一緒にして仲間入りの

練習をします。ヤギ社会を勉強中。

昼は、エサ場を多くして

おとなのヤギと一緒に与えま

す。タイミングを見て、うまく

食べられるようになりました。

性別：女の子　誕生日：2021年3月9日 

ひかり＆きらりの１日

おはよう！

今日も

　元気だね！

8:30	

解	錠

9：10

さんさん広場へ

9：15

朝ごはん

自由時間①

　　みなさん

おはようございます。

　
おいしいな

　もぐもぐ

　(アニアニまあるでは、検疫後、様子を見ながら少しずつ一緒にする時間を増やし、環境に慣らしながらストレスが最小限になるよう仲間入りさせています。）

仲 間入りしたメェ～

「ひかり」 「きらり」

なまえ なまえ

ひとなつっこく、

なでられるのが好き。

ちょっと怖がりの、

あまえんぼう。

「暗い出来事が多い世の中に、明るい光がきらりとさしこみますように」と願いをこめて名付けられました。

☆名前は、みなさんからの投票で

　決定しました。ありがとう

　ございました。

　お名前発表の

　様子はこちら→

食べ終わったら

お気に入り

の場所だよ

13:00	

昼ごはん

いまのうちに

　もぐもぐ
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雨の日、初めてポニーのミライと一緒にしてみました。

恐る、恐る近づく2頭。しばらく観察していました。

※	「ひかり＆きらりの１日」は、9月30日現在の様子です。

自由時間② 自由時間③

15:30	

帰宅準備
15:35

夕ごはん

17：00

施錠

　　すごい！あんな

　高いところにいる！

食べ終わって満足すると、仲良く2頭寄り添ってウトウト・・

見回り後、最後に様子を確認して消灯します。

姉妹のヤギさんがやってきて、1ヶ月半が経ちました。毎日、可愛らしい2頭の鳴き声が

アニアニまある内に響き、明るくにぎやかになりました。暗いニュースが続く世の中ですが、

名前に込めた願いのように、この2頭がみなさんに明るい光をきらりとさしこむ存在に

なってくれるといいと思います。今後もひかり＆きらりをよろしくお願いします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　学芸員　杉浦明美

夕ご飯の時間が近づくと、みんな集まってきます。まずは、

先輩ヤギさんから部屋に戻ります。もう少し待っててね。
夕方は、ひかり＆きらりの部屋に戻ってゆっくり食べます。もう少し体が

大きくなったら、おとなのヤギと一緒に暮らす予定でいます。

2 頭ともおとなしく

しています。えらい！

　部屋で食べる

ごはんもおいしい

体重測定

おとなのヤギがしていることを観察して、覚えています。

まだまだ体の小さな2頭は、見ているだけですが

少しずつ行動範囲は広がっています。

　むしゃむしゃ

　あなたはだれ？

　　なにをしてるの？
からっぽ・・

お部屋に戻る様子は

こちらから↑

もぐもぐもぐ

もぐもぐもぐ

　おやすみ、

　　また明日

つめきり
～その他～

健康管理のため、定期的に体重測定とつめきりをしています。

動物たちにストレスがなるべくかからないように、飼育員は

丁寧に素早く行っています。 他のヤギの体重測定の

様子はこちらから↑

3

食べ終わったら

帰るよ～！！

行儀よく最後尾で待つ

　　　　2頭
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ぎょぎょランド編　～ タガメ ～

したの えは、タガメを うえから みた すがたですが、

まえあしが ありません。まえあしを かいて タガメの 

えを かんせいさせしましょう。

付録
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　ぎょぎょランドでは国の天然記念物で、絶滅危惧種であるネコギギの繁殖に成功しました。

　ネコギギは三河湾・伊勢湾にそそぐ河川の上・中流域に生息する魚で、豊川にも生息しています。ぎょ

ぎょランドでは、このネコギギを国土交通省設楽ダム工事事務所が行うネコギギ保全事業の一貫とし

て、2007年から飼育展示を開始し、3年前から繁殖を試みています。今年は1,050 匹の繁殖に成功

しました。

このネコギギの幼魚のうち100匹を9月1日から9月27日までの約１ヶ月間ぎょぎょランド１F

ロビーで展示しました。

　赤塚山公園では、令和5年度の開園30周年に向け、より快適で魅力的な公園となるよう、リニュー

アル工事を行っております。9月7日（火）より第一駐車場の一部と、水の広場の全面について施設

の利用ができなくなっています。皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解とご協力をよろ

しくお願いいたします。

期間 /	第1駐車場	 	 2021年 9月7日から2022年3月頃まで	 一部利用可

水の広場	 	 2021年 9月7日から2023年3月頃まで	 全面利用不可	

▲ 工事の状況（9/25）

ネコギギの繁殖に成功しました

第一駐車場・水の広場	使用中止
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～11/29㊊ 

、

「いいとこ撮り写真展」作品募集中

園内で撮影した赤塚山公園のいいところを専用フォームからご応募ください。

風景や生き物、植物などなんでもOK

ぎょぎょランドの開館時間を午後８時まで延長します。

場所	 　ぎょぎょランド

対象者	　どなたでも

参加費	　無料

10/22㊎23㊏24 ㊐ 秋のぎょ長の水族館
17：00～20：00

QRコードから専用フォームが開きます	▶

※懐中電灯をご持参ください。

動物取扱業に関する表示
氏 名 又 は 名 称：豊川市長　竹本 幸夫 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番地30 

有 効 期 間 の 末 日：令和8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
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豊川市赤塚山公園

〒442‐0862　豊川市市田町東堤上1番地30

TEL(0533)89‐8891　FAX(0533)89‐8892
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次号は12月15日発行です。

行事・イベントの報告 令和3（2021）年8月～9月
8/1	 オンラインサマースクール②

「バックヤード見学（後半）」
8/2	 facebookLIVEシエスタアニアニまある①

「ミニブタ」
8/4	 環境課主催こども環境学習講座

音羽川水生生物調査団講師派遣
8/8	 オンラインサマースクール③

「オンラインぎょぎょットーク①カエル」
カブトムシ大相撲大会　32組

8/9	 facebookLIVEシエスタアニアニまある②
「ウサギ・モルモット」

8/13～9/6
音羽川水生生物調査団
ワークシート展示（ぎょぎょランド2階）

8/15	 オンラインサマースクール④
「こどもZoom相談室」

8/16	 facebookLIVEシエスタアニアニまある③
「たまご」

8/19	 アニアニまあるヤギ2頭搬入
豊川市福祉課　レクチャー　11人

8/22	 オンラインサマースクール⑤
「オンラインぎょぎょットーク②魚の色」

8/23	 facebookLIVEシエスタアニアニまある④
「ポニー」
三蔵子小学校　レクチャー　5年生1人

8/25	 赤坂児童クラブ出前授業
「モルモットのふれあいと命のはなし」

8/27	 緊急事態宣言発出に伴い、
アクアギャラリーⅡ	一時閉鎖

8/30	 専門職員（飼育員）採用第2次試験
9/1～10	ヤギの名前募集
9/1～27	特別展示「ネコギギ」
9/7～	 第一駐車場、水の広場再生工事のため

使用中止
9/12	 ヤギ名前発表facebookライブ
9/20	 キノコの観察facebookライブ
9/27	 専門職員（飼育員）採用第3次試験

イベント


