
人と動物の環境づくり人と動物の環境づくり人と動物の環境づくり
皆様のご協力・ご支援で活動できましたこと心よりお礼申し上げます。

No.9号

　昨年の会報8号でもご紹介しましたが、平成23年1月5日、
羽生市の高架橋下に母犬と5頭の子犬が捨てられていました。
母犬は、今は新飼い主の元で（左写真） “瑠璃”と命名され、室
内で幸せに暮らしています。しかし、もともと重度のフィラ
リア症に罹っており、腹水が溜まるので定期的に水抜きに通
院させなければなりません。
　それでも「家族の一員となった以上は…大丈夫です。」と言
ってくださっております。
　本当に申し訳ない気持ちと、感謝の気持ちで一杯です。

■募金活動 H23年4月8日 イオン店頭にて（イオン黄色いレシートキャンペーン活動）
 H23年4月10日 秦野駅前にて　（秦野市市民活動団体連絡協議会活動）
■動物救済における要望書提出

・H23年4月20日　『東北関東大震災、立ち入り禁止区域に取り残されているペット至急救出のお願い』
内閣府 ・原子力安全委員会 ・総務省 ・農林水産省 ・環境省動物愛護管理室 ・秋田県 ・福島県 ・宮城県 ・岩手県宛

・H23年4月21日 東京電力株式会社　宛（THEペット法塾さん代表、協賛）
立ち入り区域内に残されている動物のレスキュー・レスキュー隊員への資金提供・捕獲保護した動物のため
の一時収容施設の設備に係る資金提供　・一時収容施設で世話する人員や獣医師の確保のための資金提供。
牛、馬など、生きて帰れない家畜に安楽死の措置をとることになる場合の薬剤確保のための資金提供を要望。

NPO法人
相模どうぶつ愛護の会

事務局：〒257-0003　秦野市南矢名　TEL/FAX：0463-76-0015
http://sagamidoubutsu.web.fc2.com/　　　Eメール・animal@tbn.t-com.ne.jp

2011年は東日本大震災をはじめ、世界中で災害など悲しいニュースの多い年でした。
一日も早く穏やかな元の生活に戻れるよう、今後も協力してゆきたいと思っております。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2012年３月６日、神奈川県動物保護センターにて、登録ボランティア連絡調整会議が開催されました。
小会から３名が出席。動物愛護団体や個人など総勢約40名が出席されました。　　

今後災害が起きた時のために
●災害時動物救護活動の在り方と支援協力について　　●登録ボランティアの情報公開の可否について
●その他について意見交換が行なわれました。

東日本大震災に関する活動
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　上記のような猫問題のいずれも、今まで行政が考えもしなかった新しい公共事業として市民
と行政が携わることが必要と思うが、協働事業に行き着くには時間がかかるのだろうか。
共感して下さる人々を増やし、次の世代に繋げていく方法を考えなければと思うが…。

★進まぬ猫問題

● 何が問題なのか？
【一例】

○「フン尿などの苦情はどこへ言えば良いのか？　行政に相談しても何も
してくれない。」

○某公共施設にて職員さん談。「猫が居たから可哀想だから餌を与えている
職員がいる事も知っている。野良猫に間違いないと思っているが、近隣の苦情程度がどの程度
か分からない中で不妊化手術をやるかどうか？　餌付けをしている職員には、手術費用が出せ
ないなら餌付けはやめるよう伝えてある。」「手術を済ませここに戻されても困る。」３年間も長
引いている問題。

○行政が苦情現場へ出向き給餌者に「餌を与えるな」との指導をされることが多い。この指導
では、「給餌を犯罪扱い」する地域もあり、猫擁護派と苦情を訴える住民との溝は深まり、か
えって餌やり行為がコソコソと行なわれ、環境汚染など悪循環を招いている。

○当地自治会長と苦情に対応するため話し合いを３回行なった。
「猫問題がこんなに深い問題だとは思わなかった、安易に考えていた」と。これ以上の対応は
されず、「不妊手術の実施、名札の明記取付、飼猫を捨てない、室内飼育の徹底を…」の文書と、
当会のチラシを添え、304世帯に回覧された。

○高齢者＆障害者が餌やりをする猫が13匹に増えてしまった。会がすべて関わったが、市関係者
は、「手術後の猫をここに戻すな。我々の仕事は高齢者をどうするかだけ、猫の事は関係ない。」

● より効果的な解決のために

①行政とボランティアの２者協働だけでは、地域住民は無関係と解釈されてしまいます。

こういった事を避けるためには、活動に協力して下さる住民との連携は不可欠、町内会と話し
合い、３者協働に向けた地域住民の活動への参加協力が必要です。

②ボランティアと町内会の２者協働でもうまくいきません。

自治会長や役員さんが、野良猫問題に積極的ではあっても、活動を継続してゆくためには管轄
行政の関与は不可欠であり、行政が加わった３者協働が必要です。

③町内会と行政の２者協働でもうまくいきません。

猫捕獲作業や餌やりさんとの連携を支えるにはボランティアは外せません。町内会に環境担当、
公衆衛生担当などを置きそれぞれ行政と協力し合い、地域住民により運営する事が、地域に根
ざした活動として理想と思いますが…。
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㈶神奈川県動物愛護協会　山田佐代子氏によれ
ば、横浜市は2011年から飼主不明猫の引取りを
廃止したそうです。処分ではなく不妊去勢手術
で頭数を減らす方法（ＴＮＲ）を説明し、町内
会単位で加入を勧めた結果、2000世帯の内5世
帯の自治会が入会され、町内会で予算を組み野
良猫対策への新たな道筋が開かれたそうです。
秦野市も、人と動物の環境づくりに向け活かせ
たら良いのですが…。

※参考

◆今年度第一回、秦野市保健福祉事務所職員との話し合いでは、「財源がないので…」との回答。
これでは、煮詰めた対話もできず、動物問題に関してはさじを投げられた状態で、愛護団体だけ
が一人相撲をとっているようなものです。

●猫も室内で飼い、標識（飼い主の電話番号等を明記）をつけましょう。

１ 室内で飼うことで交通事故の危険、近隣トラブル、ケンカによる感染症、イタズラ、虐待によ
る危険が無くなります。

２ 猫は歩き回る事を好むわけではありません。子猫の時から室内飼いをしていれば外へ出たがら
ず、放し飼いにする場合より飼い主に良くなつくようになります。　

▲平成23年度秦野市内だけでも交通事故などによる路上死体636匹が多額の税金で処理されてお
ります。
路上死として処理される猫の中には、飼い猫もいるかもしれません。　
飼い主が明記された証をつけていなかったばかりに、清掃事務所で処理されています。

（平成24年　秦野市清掃事務所調べ）

秦野市路上死猫処理に係わる件数と費用（暫定）
（平成19年〜平成23年度まで）

年度 死体処理件数 経費

平成19年度 547件 3,008,500

平成20年度 564件 3,102,000

平成21年度 653件 3,591,500

平成22年度 761件 4,185,500

平成23年度 636件 3,498,000

合　　計 3,161件 17,385,500

不妊手術の徹底と、室内飼育の徹底をすれば路上死処理費も大幅削減できる筈です。
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捕獲器貸し出しています。

Ｔ Ｎ Ｒ っ て な ぁ に ？

「ノラ猫対策」への活動に日夜奮闘されておられる方も多いと思い
ます。手術に際しましては、会がお手伝いをしています。
＊餌をあげているけれど仔猫が増えて困る
＊不妊手術をしたいが捕まらない　
＊飼猫が外へ飛び出したまま捕まらないなど、
こうした目的の場合のみに貸し出しをしております。
☆貸し出しに関しましては無断で他へ又貸しはしないで下さい。
必ず当会が現地まで持参し確認ができた上で貸し出しております。

♂は右耳先を♀は左耳先をカット

♥手術が終わった猫には、耳にＶ字のカットを入れ
目印にしています。
♥耳カットをする事で不要な再捕獲、麻酔のリスク
が無くなります。

 Trap（捕獲し）　Neuter（不妊手術を施し）　Return（元の場

所へ戻す）

「動物愛護週間」キャンペーンを秦野市健康づくり課と開催

　パネル展示の他、来店者に風船、不妊手術の普及文
入りのティシュ、チラシなど、１千部以上を配布しま
した。
　平成21年当会より、秦野市に対して動物の飼育に関
する問題・課題は多く、個人レベルで解決できるもの
ではない。
　当面は不妊去勢手術の活動を余儀なくされている。将
来的には市民、獣医師、行政など様々な立場の人が協
力し合い、地域住民への適正飼養と管理、不妊去勢手

術の徹底が必須であり猫の増え過ぎや被害など現況改善をしてゆかなければならないことを提言。
　平成23年５月には秦野市、犬猫不妊去勢手術補助金制度改正の要望書を提出しました。

　それに対して市から「ノラ猫を不必要なものとして排除するのではなく、地域の話し合いでル
ールづくりが可能な場合は地域住民を主体とし、ボランティア団体と本市が適正な支援を行い、問
題解決に向け連携しながら対応してゆきたい。そのためには、検討会の開催や『動物愛護週間』に
は展示会を開催したい。」との回答をいただき、秦野市健康づくり課と協働でこのキャンペーンは
開催されたものです。

（平成23年9月26日・イオン１階フロアーにて）
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★秦野市、野良猫の不妊去勢手術要綱作成中
　平成23年５月23日、秦野市長宛に「秦野市　猫不妊・去勢手術
助成金制度改正の要望」として、市民が使い易いよう、助成対象
匹数を野良猫５匹までとして欲しい旨、意見・提案を致しました。
　その後の経過を秦野市健康づくり課から、お知らせをいただき
ました。

●飼猫に関しては、従来の要綱のまま（メス250件　オス170件）
●野良猫に関して別枠で要綱を現在作成中であるとのことです。
　＊メス　70匹　オス　50匹までとする予定。

★不妊化手術の普及活動の方法は？
今後は、野良猫を生み出さないための元栓締めを行政とどのように普及してゆくかが課題。
　従来までは、処分一辺倒の考えが主流でしたが、動物愛護意識育成を図るためにも、市民が先
頭に立って、行政等にアタックしてゆく形が出来ればと思います。その後押しはボランティアが
する、そのきっかけの検討を進めています。
　市民の税金を有効に使うには、行政を含めて充分話し合う必要があると思います。

●普及啓発用に　　一般市民へ声をかけ易くなりました。（通年）

■青少年の動物愛護精神を育む活動・不発

１ 遺棄・虐待は犯罪
２ 野良猫を増やさないための不妊・去勢手術の必要性
３ 犬散歩時のフンの始末を！
４ 猫は室内飼いを！

の４種類のチラシや啓発文を印刷した、ティッシュ、風
船2000部を作成。イベント時、バザー時、フン尿苦情
現場や猫給餌者などへ配布しております。
バザー、イベント時にも市民へ声をかけ易くなりました。

●東日本大震災が影響？
　はだの市民活動団体連絡協議会（れんきょう）では、夏休みに
ボランティアに参加する生徒を募集するための、チャレンジTHE
ボランティアのオリエンテーションを開催。毎年参加しています
が、例年は当会の神奈川県動物保護センター見学には多くの市内
中学生が申し込んで参加してくれていましたが、昨年の東日本大
震災以来、当会への参加者が激減してしまいました。生徒さん達は、
日本赤十字社の団体や、災害ボランティアの団体へ殺到したから
です。そんなことから、昨年の動物保護センター見学は4名のみでした。通年の10分の一。
結果、無断欠席者等もあり、神奈川県動物保護センター職員さまにも迷惑をかけてしまいました。

（平成24年8月30日　神奈川県動物保護
センターにて）



6

■「れんきょう」パネル展に参加　　

　はだの市民活動団体連絡協議会：
愛称「れんきょう」が発足して10
周年を迎え、その記念事業に当会も
参加。

　当会の展示ブースに立ち寄ってい
ただいた方より
Q「家は犬を飼っている。実際災害
が起きたら、犬を連れて避難しても
良いのか？」といった事や、
Q「うさぎを飼っている。うさぎも
一緒に避難しても良いのか？　又、
ど ん な 方 法 で 避 難 す れ ば 良 い の
か？」
Q「実際に災害が起きた時を想定し
て実施している所はどこなのか？」

Q また自治会長をされている方より「犬猫の避難のシステムづくりはどんな事から始めれば良い
のか？」と言った質問を受けました。
３・11の震災を機に、飼っている動物とどう避難すれば良いのかを真剣に考えておられる飼い主
もおられることが分かりました。（※神奈川県の災害時のパンフレットを配布しました。）

（平成24年2月4日　秦野市文化会館大ホールにて）

東日本大災害を通して災害時に備えた日頃の心構えや準備について展示

●災害時に備え、大切な家族の一員であるペットを守る為に日頃から備えておくこと。

※もしもに備え、飼い犬・猫には必ず名札・
　鑑札（電話番号明記）をつけてください。

◇首輪・リード・食べ慣れたフード・水・食器・常備薬・トイレシートやトイレ砂・ビニール袋・
ケージ・タオル等々の備蓄が必要です。

◇避難先で周囲に迷惑を掛けないようにトイレのしつ
けとケージに慣らすことも大切です。

◇他人や他の動物がいても興奮したり暴れたり、吠え
続けたりしないよう躾けておきましょう。

◇また避難場所についてもペットの受け入れが可能か
どうか等の確認をしておきましょう。

◇健康チェック（ノミ・ダニ、回虫の駆虫）など。
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■バザー実施（毎年5月5日・11月3日）

　平成24年5月のバザーはテントなしの青空バザーでした。お天気が非常に気がかりでしたが、好
天に恵まれ汗ばむほどの一日でした。「不妊手術」「遺棄は虐待」「散歩時の糞の始末」を呼び掛け
る普及啓発用のティッシュや風船（1000）部を来場者に配布いたしました。
　又、保健所での犬猫殺処分に関するポスター、里親募集のチラシなどを展示いたしました。

　遠路、里親様と一緒に犬たちが遊びに来てくれました。
　ありがとうございました。

　小会の活動は皆様からのご寄付で支えられています。
　バザーを実施することは、動物たちの問題に目を向けていただくことと、次の活動の資金につ
ながるものです。

平成23年11月3日
売　　上 112,280円

寄付金（募金） 44,302円
合　　計 156,582円

テント・机貸借 10,850円
純 収 入 145,732円

平成24年５月5日
売　　上 50,610円

寄付金（募金） 28,910円
合　　計 79,520円

場所代、机貸借 500円
純 収 入 79,020円

バザー献品のお願い

ご家庭で眠っている品物で日用雑貨、タオル、シーツ類、衣類

（着古していない物）、おもちゃ、バッグ、アクセサリーなどご

ざいましたら、ご提供くださいます様お願い申し上げます。

動物愛護管理法の政省令等が一部改正されました。
●犬及び猫の深夜展示が禁止されました

◎平成24年6月1日から、販売業者、貸出業者及び展示業者による犬猫の午後８時から
　午前８時までの展示が禁止されました。
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「動物の愛護及び管理に関する法律」（昭和四十八年十月一日法律第百五号）
最終改正：平成二三年八月三〇日法律第一〇五号　　「抜粋」

第一条　　この法律は、動物の虐待の防止、動物の適正な取扱いその他動物の愛護に関する事項を定め
て国民の間に動物を愛護する気風を招来し、生命尊重、友愛及び平和の情操の涵養に資する
とともに、動物の管理に関する事項を定めて動物による人の生命、身体及び財産に対する侵
害を防止することを目的とする。 

第二条　　（基本原則）　
動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦し
めることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつその習性を考慮して適
正に取り扱うようにしなければならない。 

第四条　　（動物愛護週間） 
「ひろく国民の間に命あるものである動物の愛護と適正な飼養についての関心と理解を深め
るようにするため、動物愛護週間を設ける。 
２ 動物愛護週間は、九月二十日から同月二十六日までとする。 
３ 国及び地方公共団体は、動物愛護週間には、その趣旨にふさわしい行事が実施されるよう

に努めなければならない。
第四十四条　愛護動物をみだりに殺し又は傷つけた者は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する

２ 愛護動物に対し、みだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待を行った
者は、50万円以下の罰金に処する。

３ 愛護動物を遺棄した者は、50万円以下の罰金に処する。

■真に動物を守る法律改正へ向けて！

　平成24年 1月20日、東京永田町の衆議院第一議員会館で
行なわれた動物愛護管理法改正シンポジウムに当会から4名
が参加。「殺す行政から生かす行政へ、今こそ転換を」など
を目的に
●動物愛護法第35条の引き取り義務の制限（撤廃）の改正
●「野良猫」など所有者のいない動物について
　「行政の保護義務」及び「国民の愛護義務」を規定する　
●動物取扱業の規制などについて関係者の意見を聞きました。
　環境省の統計では昭和49年には全国で125万頭が引き取
られ殺処分されていたが、平成21年には27万頭に減少して
います。とはいえ27万頭はまだまだ多い。野良犬は殆ど見
なくなり、犬の引き取りは大幅に減ってはいるものの、猫の引取数は減っていない点も問題です。
　現在の動物をめぐる状況は動物を商品として生産、販売し、要らなくなればゴミとして殺処分、焼却し
ています。
　動物の命への尊厳・畏敬、いたわりがない状況です。
　一般社会においても、鳴き声、糞尿など迷惑・被害を受けるとして動物を排除し、駆除（殺処分）をし
ています。
　他の動物達も必死に生きている中で、自分にとって迷惑な動物を駆除絶滅させ、私たち人間が生存し豊
かに生活できるとは考えられません。
　また動物愛護法では保護の枠外におかれている実験動物、産業動物などは、行政の殺処分以上のおびた
だしい数とされながら、その実態さえ闇の中にあり、多大な苦痛の中で生かされ、殺されています。
　「動物の命の尊重」と「動物との共生」の基本原則に基づいて、ペットのみならず、実験動物、産業動物、
更に被災動物など、命ある動物達が生きるために必要な機会と環境、福祉を確保する為に、法律改正が必
要であることを改めて確認しました。今こそ、「殺す行政」～「生かす行政」に転換し、「真に動物を守る
法律」の改正がなされる事を強く求めて閉会されました。
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【平成23年度収支報告書】　　2011（H23年4月1日〜H24年3月31日まで）　　単位：円

前期より繰越 304,515 備　　　考

収
　
　
入

事業収入  678,939 新飼主からの入金
会費収入  27,000 3,000×９人
寄付収入 724,610
バザー収入 155,260 ５月５日、11月３日
募金収入 12,525 イベント時
受取利息 80
収　入　合　計 1,598,414

支
　
　
出

愛護に関する支出 393,196 犬・猫の病気、ケガ、治療代、火葬代、管理費
不妊・去勢費 669,795 犬・猫の不妊・去勢手術代
会報発行支出 44,100 活動報告（第８号）作成費
犬猫引出料 12,200 神奈川県動物保護センター
バザｰ経費 27,264 秦野市市民の日、手づくり広場のテント資機材借り代、手伝費
青少年動物愛護育成費 8,110 DVD購入費、夏休み中学生受け入れ
イベント経費 44,117 普及用風船、ティシュ、ポスター作成
広報費 94,158 ＨＰ管理費、タウンニュース社年賀詞
事務用消耗品 1,360 色コピー紙、コピー代
交際費 2,286 お詫び代（手術依頼者へ）
交通費 73,443 新飼い主へ運搬に係るガソリン代及び高速代
通信費 135,304 電話代、宅急便
水道光熱費 77,903 平成23年４月〜平成24年3月分まで
図書・資料費 560 道徳書（地域猫ってなあに）
諸会費 1,000 秦野市民活動団体連絡協議会
支払寄付 20,500 大震災寄付　（日本赤十字社と秦野市市民の日運営委員会）
雑費 420
支　出　合　計 1,605,716
次期へ繰越 297,213

平成24年6月6日　会計監査（佐藤美津子）

23年度ご寄付をいただいた皆様（敬称略）

相原伸一　浅野信広　安部公枝　石井隆　石松　井上富士代　岩崎久美　岩上和子　遠藤稲子　大番麻美子　
岡本一恵　小澤幹子　大野智一　尾澤淳子　小田幸子　川瀬美江　川喜田康子　兼山佳子　勝俣英夫　片山和美
加藤恵利子　加藤恭子　北原麻衣　橘川真弓　河野弥栄　小宮幸子　小長谷保幸　小菅　駒井由美　近藤たけ　
小玉育子　小林かおり　駒井由美　佐々木宏　酒井みさを　佐々木康子　　佐藤禮子　佐藤美喜子　佐藤初江
小野　竹村智樹　下村　塩田洋子　清水　鈴木由美　鈴木八重子　鈴木一雄　島田恵子　島喜美子　清田遼子
佐藤哲男（アイエンス）　高橋　高橋洋子　　高寿マサエ　竹内久実　田中礼子　壇浦俊子　武田一　谷内まさ子
出口睦美　　南條恵子　野川綾子　馬場雍　畠山雅一朗　橋本和美　古井和子　藤井恵理　堀辺和子　松山勇
村山栄子　持田晶子　牧田ちさと　三川真奈　森本直子　守屋祥子　山崎淳児　山元十志子　山田百代　山口育子
山戸隆夫　柳川真由美　吉木美代子　渡邊聰夫　渡邊（伊勢原）　匿名（3名）　
★会費・ご寄付・バザー品をお寄せ下さった方々のお名前です。ご支援誠にありがとうございました。
　（当方の手落ちで記入漏れやお名前の間違いなどございましたら事務局までご連絡をお願い致します。）
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動物愛護・保護活動の趣旨
動物を最期まで責任をもって飼うという覚悟と、不妊・去勢手術を受けさせることの必要性を普及啓発しております。

　近年、動物を飼うご家庭が増えました。しかし、住環境の変化、様々な生活様式の多様化の変化、動
物への価値観の違いなどから、以前とは違う変化が起きており、動物を飼うための規則の遵守や近隣住
民への配慮が欠かせないものになっています。
　飼主の都合や無知・無責任によって適正な管理や愛情を受けることなく虐待や放置、遺棄されるもの
が後を絶たない現状です。このような現状を少しでも改善する為、普及・啓発しております。

○広報活動
■動物に関する法律、適正飼養・管理（不妊去勢手術の必要性、名札・鑑札の装着）
■イベント開催　　■青少年に対する動物愛護精神の育成　　■他団体との交流　

○野良猫対策事業
（捕獲　～不妊・去勢手術の実施　保護　新飼主探し事業）

○その他、物品販売事業
（バザー、イベント等）

最近の活動状況と今後
　ペットブームのあおりを受け、今日まで、やむを得ず動物保護事業を継続してきましたが、保護する
動物には、病気・高齢、性格等の問題がある場合もあり、確実に新飼主が見つかるとは限りません。最
近は特に動物に理解ある人を探すことは非常に難しく感じられます。それでも、１頭でも多く救いたい
という思いで、一時預かりの方にも協力を仰ぎ、できる限り努力をしておりますが、もはや限界を超え
ております。
　「動物問題は愛護団体がやるべき」と言われても、現時点では、人材、財政事情・近隣環境、年齢・
体力等から、もうこれ以上どうする事もできない状況です。
　今後は、これまでの経験・体験を活かした事業、動物愛護意識向上、犬猫の適正飼養（不妊化手術の
必要性）、終生飼養の訴えや動物問題を地域住民の問題として、地域住民の方々と輪を広げた解決を図
る事に重点を移したいと考えます。
　何卒、今後とも皆様のご理解をいただき、これまで同様、ご支援、ご指導をいただきますよう、お願
い申し上げます。

ＮＰＯ法人を改組
　当会は、平成１9年6月6日に「特定非営利活動法人相模どうぶつ愛護の会」に改組しましたが、下記
理由より、「相模どうぶつ愛護の会」に戻したいと考えております。
　「神奈川県動物愛護管理推進計画」では、『動物愛護団体は行政の動物愛護管理施策への協力、実施を
通して市とのパートナーとして、人と動物の調和のとれた共生社会づくりに期待される』とあります。
　当時当会は、動物飼養件数の増加に伴い様々な問題を抱え、その課題に対応しきれない状況にありま
した。諸処の問題を解決するには、行政機関との連携・協働作業が不可欠と考え、そのためには、NPO
法人格を有した方がある意味で有利と、活動報告４号でも書かせていただきました。しかし、多くは期
待外れでした。確かに市長や市行政、市議員の話し合いや市への要望書提出等いたしましたが、その実
質的な成果は殆ど無く、逆に市民が飼えなくなった動物の引き取り、その相談に当会を紹介するといっ
た、市側の一方的な押し付けだけで、当会からの提案については全く消極的態度です。
　一方、NPO法人の事務は、毎年県に提出書類、事業報告書、会計報告や役員変更登記、法務局の届出
など、その時間と労力は大変なものです。
　そのような訳から、NPO法人を解散し、任意団体として活動することを考えています。

相模どうぶつ愛護の会とは　人の心一つで、幸にも不幸にも
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千葉県　N様より

東京都　H様より

二宮町　A様より

鎌倉市　N様より

熱海市　H様より

元気すぎるほどのメイちゃんのパワーに押され気味ですが、先日無事に2回目
の混合ワクチンを済ませました。狂犬病とマイクロチップは少し間をおいてか
らと思っています。避妊手術は６ヶ月ぐらいを考えています。千葉の愛護協会
でも避妊手術の補助(抽選)があるそうで、それにも応募するつもりです。既に
8.5kg、ぐんぐん育っていきそうです。なかなか散歩は易しくありません。

今日は肌寒い陽気ですが、我が家のちびっこ達はとても元気です。
毎日の成長が目まぐるしい位に シッカリして来ました。
ちびっこ達はそれぞれ一人遊びも覚えて夜泣きも無く、トイレもきちんと出来て
る賢い子に育ちました。
兄弟バトルは弟の方が噛む力が強くてお兄ちゃん負けちゃいます。そのくせお兄
ちゃんに噛まれると直ぐに泣き声出してかなり弟は世渡り上手タイプです。

とても元気です。
お水を良く飲むようになりました。

食事もよく食べ、ウンチ、オシッコも順調で、まずは元気な一日を過ごしてい
ます。
問題なく過ごしております。

よく食べ、よく出し、家の中をそれは元気に走り回っています。
昼間のお留守番がちょっと心配でしたが、ちゃんとできています。その分、帰っ
てくると足元にまつわりついて、うるさ可愛いです。昼間一人にさせる罪滅ぼしに、
寝る時もいっしょにいるようにしています。トラ1匹を見ていればいい私と違い、
たくさんの動物に気を配られる佐藤さんは、ほんとうに大変だと思います。

（紙面の関係上、ほんの一部掲載）■里親様からのお便り
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存知ですか？　捨て猫・野良猫が多いことを
秦野市は28市町村において「殺処分数ワースト１」です。

TNR活動のお手伝いをしています。（環境省が推奨する活動）

Trap（捕獲し） Neuter（避妊・去勢手術を施し） Return（元いた場所へ戻す）

日々、ノラ猫を減らす為に取り組んでいる繁殖制限活動です。

★耳カットは再捕獲され、麻酔のリスクを避けるためにも必要です。

★手術済目印として耳カット（オスは右先を、メスは左先を）を行なっています。

！捕まらない猫には捕獲器を貸出しています。
連絡先：０８０－５４３４－６２１２

茅ヶ崎市　S様より
マリンが息を引き取りました。病院終了迎えに行き再会を喜んでく
れているかのように管で繋がれながらもしっぽをふって私のほうへ
来て、背中を撫でながら先生の話を聞いている最中にけいれんを起
こし、心臓が蘇生することはありませんでした。マリンは本当によ
く頑張りました。腎臓が機能しないというのは本当に辛いそうです
ね。なのに散歩に行くときはしっぽ振ってハウスから出てきていた

のです。自慢の娘でした。マリンに出会えたことを、心から感謝いたします。もっと濃厚な時間
を過ごせるよう考えていた矢先であったので、さみしい思いをさせたまま逝かせてしまったこと
が悔やまれます。マリンのこと、思いを馳せるといろいろなことが思い出されます。

活動にご理解とご協力をいただきまして、心よりお礼申し上げます。
季節の変わり目、お身体大切になさってください。

里親　各位

大森レーズンちゃん




