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■ホームページのアドレスが変りました。➡http://sagamidoubutsu.web.fc2.com/

人と動物が住みよいまちづくり

（平成）21年９月～平成22年7月まで）

会員が保護している、手前2頭は経済破綻で保健所行き寸前。
奥の雑種犬は保健所の最終檻で明日処分になるところでした。

♥今年の夏はことのほか大変な暑さでした。
皆様におかれましては、いかがお過ごしでしょうか。

昨年度も皆様のご支援とご協力のお陰をもちまして活動ができ
ましたこと、心よりお礼申しあげます。ありがとうございました。
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　現代社会の中で、私たちと暮らす動物は、人間のお子さんより数が多いのではと

言われています。ライフスタイルの多様化や生活環境の変化、住宅の密集に伴い、

従来の動物飼養法では問題も多く、人と動物の共生が難しくなっています。不適正

な飼い方から、環境トラブル、近隣トラブルが起き、そして、多くの動物たちが行

き場を失っています。

当地でも、毒餌をまかれ猫が大量死するといった凶悪な虐待（犯罪）も起きました。

○物でも人間でもない、でも、命・痛みある動物を真に守る法律の確立も必要と

考えます。

○地域環境を大切にし、モラル（道徳心）ある“まち”を願いつつ活動しています。

　昨年に引き続き野良猫対策＝「地域猫活動」に取り組みました。

その対策として、飼い猫や給餌者に適正な飼い方の向上と住民の皆様にこの活動のご理

解を仰ぐため、パンフレット5千部を作成し、現在も秦野市地域を重点に配布中です。

パンフレット作成費は“トラブル「ゼロ」をめざす地域猫活動”として、「市民活動サポ

ート事業」で支援金5万円を充てさせていただきました。

①パンフレットを配布したことにより、一自治会が主体となり、「野良猫対策」に取り

組んでくださった事は大きな成果であり画期的と思っております。その成果が顕著に現

われるものではありませんが、モデル地域として適正飼養が各地域に波及されればと願

っています。

②青少年に動物愛護精神を育んでいただ

きたいということから、春休みには市内

中学生を対象とした動物とのふれあい講

座や、夏休みには動物保護センターの見

学を実施し、動物がおかれている現状を

伝え、責任を持って飼うことの大切さを

伝えられたと思います。

③野良猫対策事業実績：パンフレット配

布（3,322件）、相談件数（200件以上）、

避妊・去勢実施（97匹）、成猫・仔猫保

護（58匹）、新飼主へ譲渡（31匹）、捕獲器貸出し（45件）、虐待猫保護（3匹）、路上

負傷猫（3匹）、出産見込み数（35匹）

④犬相談件数（35件）、保護（20頭）不妊手術（18頭）　新しい飼主へ譲渡（17頭）

■昨年度の活動成果

「地域猫活動」成果報告会で発表する田中さん
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◆活動方針

　動物の現況問題は、人間の社会情勢と密接な関係にあると感じています。また、
動物への価値観の違いなど多くの課題を抱える中で、特に「地域猫活動」もしくは、

「野良猫対策活動」に対しては理解を得られ難い、いわば人の心を変えるのは“至難
の業”であります。
　今後も長いスタンスで、猫の不妊化手術を依頼される人たちに協力を惜しまず、
人と猫とのより良い関係づくりをめざすために、一人でも多くの方々にこの活動に
関わっていただきたいと考えております。皆様のご理解とご協力をよろしくお願い
申し上げます。

Trap（捕獲）～　　Neuter（避妊・去勢手術）～　　Return（元へ戻す）
　不妊手術への依頼で現地へ捕獲に出向くことが多々あります。

　野良猫による苦情や非難の対象が、無責任な飼い主や猫を捨てた

人間ではなく、猫の面倒（餌を与え、不妊手術を実施）を見る人た

ちに向けられるケースがほとんどです。

①市内にも多くの人たちが、野良猫に手を差しのべておられますが、

精神的、経済的にも厳しい状態にある実情は広く市民には知られず、

理解を得られることはありません。苦情以上に、行き場の無い猫に心を痛め、関心を示

す市民も多くいることを市民も行政も認識していただきたいと思っています。

②叉、動物愛護の推進の弊害となるものは、動物への偏見、叉それに対する活動者への

偏見と感じずにはおれません。動物問題は人間の問題=「地域の問題」として考えられ

る市民意識の改革に、行政の力添えが欲しいと考えておりますが…。50匹にも増やし

た飼主の件なども、解決できずにいるのには、何に問題があり、どう改善すべきなので

しょうか。

◆野良猫問題に関わって（通年）

■猫には必ず避妊・去勢手術を！
　猫は毎年2 ～ 3回出産します。1回の出産で生まれる仔猫は３～ 6匹。

避妊・去勢手術をしなければネズミ算で増えていきます。

　メス猫の妊娠期間は約２ヶ月、生後６～８ヶ月で性成熟し、交尾刺

激で排卵のため確実に妊娠します。

※早めの行動が野良猫の増加を防止し、猫による被害･トラブルも防ぎます。　　　

※耳先にVカットは飼主のいない猫の手術済みの目印です。

耳カットした猫
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■保護活動に関する問題・課題
❶行き場のない犬猫の保護場所（受け皿）が無い

❷保護した犬猫の医療・不妊手術費と管理に係る経費がかかる

❸貰い手が付かなかった時のその後の対応

❹人手不足

❺動物に対する価値観

等があげられます。行き場の無い動物に遭遇した時、一人一人の責任のもとに、連携・

協力し合えるシステムが確立されればと考えます。

　環境省より動物愛護に関するパンフレットが発行されております、「飼う前に考えよ

う！」「あなだけにできること」「まいごにしないで捨てないで」。これらを参考に紙芝

居を作成いたしました。動物とのふれあい講

座、各種イベント時には生徒さん方に実演し、

“どんなに辛い時があっても頑張って最後ま

で、”めんどうをみるよう”命の大切さや思いや

りの心を伝えられればと思っています。

　これからペットを飼おうと考えている人や、

既に飼っておられる方々にも、動物を最後まで飼育するには、どんな事が心構えとして

必要なのか、口利けぬ動物への思いやりの心などを考えてみていただけるきっかけにな

ればと思います。

◆環境省より承認いただき【紙芝居を作成しました】

　飯田基晴監督作品・映画「犬と猫と人間と」は今、

大変話題となっております犬猫をとおして見えてくる

人間の姿を直視したドキュメンタリー映画です。

　人間にもっとも身近な動物である犬猫が平和に安全

に暮らせる社会は、きっと人にも優しいはずです。

　小・中学生、大人の方にも見ていただいて、自分も

何か出来ることからはじめていただければ嬉しいと思

います。

　出来るだけ多くの生徒さんにみていただきたいと思

っております。

■DVDをご寄付頂きました「犬と猫と人間と」H22年8月17日
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　動物との関わりは小さい頃からが重要と言わ

れていても、どうすれば教育現場にこの活動が

踏み込めるのか？大きな課題でありました。7

年前、秦野市市民活動団体連絡協議会・愛称：“れ

んきょう”が結成されたことを受け、当会も協

議会に入会させていただきました。“れんきょ

う“が毎年、春と夏に企画されておりますボラ

ンティア入門講座に毎年参加させていただいた

ことで、生徒さんとの関わりがもてるきっかけ

となったことは、とてもありがたいことと感謝しております。毎夏のみ、市内中学生を

対象に神奈川県動物保護センターを見学してもらっています。多くの参加希望をいただ

きます。お断りするのが辛いほどです。

　ある生徒さんは、県職員から事業説明を聞き、「大変な仕事をされている」というこ

とを感想に書いてくれました。テレビなどで見る動物たちの現状と、実際に施設内の動

物たちの現況を見て、大きな衝撃を感じた生徒さんもおります。無責任な飼主への怒り

と、反面、動物への思いやりや責任を感じとった内容も綴ってくれました。この施設見

学は今後も継続させて行きたいと思っています。

　秦野市市民活動団体連絡協議会 ｢愛称：れんきょう｣ 主催。当会も参加させていただ

きました。ジャスコ秦野店２階・北コートにて、秦

野市内などで活動する団体さんが集結し、独自の

PRの展示を致しました。他団体さんと話が弾み、

当会の活動にヒントを頂いたり、とても楽しく有意

義なイベントでした。当会は展示の他、紙芝居を実

演しました。募金箱も置かせていただき、募金・５,

３５８円寄付４, ０００円合計９, ３５８円となりま

した。

　人と動物の調和のとれた共生社会に向けた、不妊手術費用などに遣わせていただきま

す。

　会場まで足をお運びいただきました皆様方に深くお礼申し上げます。

■市内中学生が神奈川県動物保護センターを見学（平成21年８月21日）

■れんきょうフェスティバルに参加（平成21年8月31日・9月1日：午前10時～午後5時まで）

市内の中学生の皆さん
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　「動物愛護法第4条：動物愛護週間（９月２０日～２６日まで）」に基づき、神奈川県

動物保護センターにて、毎年行なわれます“動物愛護のつどい”の催しに、PAKさんと当

会が協力参加させていただいております。日頃活動している内容のポスター展示と、「野

良猫対策」のチラシ配布

を行いました。バザーも

実施し、売り上げ1,600

円となりました。ありが

とうございました。

　紙芝居を心待ちにして

くれていた男の子に、雨

のため実演してあげられ

ず残念でした。

　「野良猫対策」として、某自治会長様の計

らいで、説明会が開催されました。テーマ： 

人と動物が住みよい街づくり！　会場：某児

童センターにて。その説明会に当会がアドバ

イス役として出席させていただきました。　

　　　　　　　　

　自治会長各２名、地域住民・４名、当会・

２名が出席。

●猫の手術はオスもやらなくてはいけないのか？

●手術費用は？ 

●秦野市の助成金はどうなっているのか？

●猫の習性を知らなかった。などなど雑談形式で行なわれました。

　最後に、自治会長談。

「野良猫対策は、何からはじめたら良いのか？餌やりさんの人数を知りたい。手術後の

猫の世話は誰がするのか？餌やりの場所の取り決めをし、自治会で認定しオープンにし

ては？手術代を自治会で負担しては？餌やりさんの把握。飼い猫の把握。不妊手術は済

んでいるのか。」など、「急がず、やれるところからすすめてゆこう！」ということを話

されました。

■“動物愛護の集い”に協力（平成21年10月24日）

■説明会に出席（平成21年11月1日）
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　30名もの生徒さんが事務局を訪れてくれました。1名が間違えて、神奈川県動物保護

センターへ行ってしまったハプニングがありましたが、事故や怪我もなく無事終えるこ

とができました。

　今居る動物たちが事務局に来た経緯の話しや、紙芝居（2点）を実演した後、保護動

物たちと対峙してもらい、動物たちの事により関心を

持ってもらえたと思います。どれだけ生徒さんたちに

きちんと伝えられたのかと心配ですが、生徒さんの感

想文から、「次、またボランティアやりたい！頑張っ

てください！応援してます」という激励と動物に理解

を示してくれたようで、嬉しく思います。将来につな

げてくれたらと思います。

生徒さんの感想　抜粋
◆紙芝居などを見て、学校では勉強できないことが体験できて良かった。

◆動物を捨てることは犯罪になることなど、お友達に動物たちのおかれていることを教

えてあげたい。

◆動物のボランティアがあると嬉しいし、将来は動物ボランティア関係の仕事をしたい。

◆改めて、避妊去勢の大切さを考えた。

◆紙芝居を見て、犬や猫を飼う時はちゃんと世話をしてゆけるのかを考えた。今日学ん

だことを、色々な人に伝えていきたい。

◆動物を飼う時は環境の整備をしっかりしなければいけないことを学んだ。

◆紙芝居凄く感動した。私も犬を飼っているので最期まで大切に育てたい。

◆野良猫の捕獲器、初めて見て、かっこよかった。

◆ぺットショップで売れ残った動物を捨ててしまうなんてびっくりした。紙芝居は分か

りやすくて、迷子犬や捨てられた動物たちの後の事を教わって、とっても複雑な気持

ちになった。せっかく生まれてきたのに勝手な飼主のせいで、殺されるなんて酷い！

■春休みボランティア受け入れ（平成22年3月31日・4月1日）事務局にて



7

　両日とも青空に恵まれました。皆様からのバザー品のご提供をいただき、以下の収益

を上げることが出来ました。心よりお礼

申し上げます。

　バザーの収益は、犬猫の不妊・去勢手

術代、病気治療代、ワクチン代等に充て

させていただいています。

☆活動PRの展示と

☆仔猫の里親会も実施いたしました

　仔猫４匹の里親様が決まりました。あ

りがとうございました。

　ペットショップの責任者か

ら「店をたたむことになった。

31匹の犬の里親さんを見つ

けて欲しい」と言う連絡を受

け、即現場へ。中は不衛生で

薄暗く、風通しの悪い部屋に

狭い檻が並ぶ。獣医院に連れ

ていく事もなく、７年～１６年も狭い檻に入れられっぱなし。これが命を扱う場所なの

か？ニュースなどで取りざたされている悪徳動物取扱業の実態そのものです。

　当会はチワワ（7才・4匹、16才・2匹・受け13才・１匹）を新しい飼主様の元に出

すことができました。最後の最後まで残ったチワワのオス（肛門腫）は東京六本木へ。

パピヨン親子（16才と13才）は睾丸腫と乳腫瘍でしたが、摘出手術と避妊・去勢手術

を済ませ、愛川町の室内・外にも自由に出入りできるお宅へもらわれてゆきました。

■資金活動　バザー実施報告（秦野市運動公園河川敷にて、平成21年11月3日・平成22年5月5日）

■ペットショップ崩壊、31頭行き場を失う

□平成21年11月3日 □平成22年5月5日
売り上げ 136,575円 売り上げ 103,990円
寄付・募金 28,391円 寄付・募金 30,509円
合計 164,966円 合計 134,499円
テント代及び機材 19,920円 テント代及び機材（机2台） 11,600円
純売上高 145,046円 純売上高 122,899円
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★専門店のレシートも投函できます。
　日頃より多くの皆様にたくさんの黄色いレシートを投函

いただきましてありがとうございます。ジャスコ秦野店様

より、ペットフード、ペットシート、猫砂、コピー紙、プ

リンター用インクなどに替えさせていただき、活動に役立

たせていただいております。皆さまからの投函が活動の励

みとなっております。

　これからも、動物福祉を考えながら、地域の皆様と共に

活動できる基盤を作り上げてゆきたいと考えております。

当会、毎月11日には、午前10時から正午まで、キャンペ

ーンに参加させていただいております。

　同計画の「人と動物の調和のとれた共生」とい

う目的の考え方・方向・取り組みには全体として

は満足しております。

①　動物の愛護及び管理に関する活動の盛り上げ

②　長期的視点からの総合的・体系的アプローチ

③　関係者間の協働関係の構築及び基盤整備の３

つの柱に分類されています。

③　関係者間の協働事業が確立されれば、①②

を改善してゆく上では成果が上がるのではない

かと思っております。

動物飼養の増加によるモラル欠如や ｢野良猫対

策｣ は、個人や団体のみでは解決しえない問題

であり、早急に地域の実情にあった取り組みを、

行政の主導や住民主導の下で、獣医師、ボラン

ティアが連携できるシステムの確立を具体的に

示していただきたいと思っています。

♪ジャスコ秦野店・黄色いレシート投函にご協力ありがとうございます♪

★神奈川県動物愛護管理推進計画をどう生かす？ 平成20年３月施行
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　１　平成21年度神奈川県動物愛護推進員委嘱式及び研修会に出席（平成21年5月14日）

　１　神奈川県動物愛護推進員活動報告会に出席（平成22年3月24日）

　１　平成22年度神奈川県動物愛護推進員委嘱式に出席（平成22年4月9日）

　１　シンポジュウムに出席“動物愛護推進員の役割と課題”（平成22年5月16日）

　１　県議会議員（安藤けい氏）と市議会議員（風間正子氏）と会員５名が、野良猫対

　　　策に関する意見・要望（平成21年10月24日）

■その他の活動

私は昨年トルコを旅したのですが、野良猫や野良犬や鳥に

も、当たり前のように皆が餌をあげて可愛がっていました。

去勢手術などについては詳しくは判りませんが、野良犬に

は狂犬病のワクチン接種をしてタグを付けていて、街中で

も犬猫たちがのんびり暮らしていました。貧しきものには

富める者が施すというイスラムの教えがありますが、そう

いった事とはまた別に、人との交流や色々な生き物との共

生を楽しんでいるような印象を受けました。ブログを拝見

して、日本には自分中心にしか物事を考えられない、余裕

の無い人が多いように感じました。国や国民性の違いだけ

ではなく、根本的な人の豊かさや気持ちのゆとりについて、大いに考えさせられます。

■新しい飼主様からのお便り

県センターから引き出した2兄弟

特定非営利活動法人  相模どうぶつ愛護の会
第3回 収支報告書 （平成12年4月1日より平成22年3月31日まで）  （単位：円）

前年度からの繰越金

来年度への繰越金

収入合計

支出合計

620,571

1,803,356

2,075,974
347,953

766,300
51,000
676,891
251,910
7,076
50,000
179

745,998
692,897
92,510
25,620
59,312
15,145
282,506
9,191
15,882
64,680
26,640
21,000
20,000
4,473
120

避妊・去勢・ワクチンなど立替分を飼主より入金
3,000×17人

5月5日・11月3日
5月5日・11月3日
秦野市民活動団体連絡協議会

犬猫の病気治療
犬猫の避妊・去勢手術代
活動報告誌作成費及び発送費
神奈川県動物保護センター・飼育放棄飼主より
秦野市市民の日、手づくり広場のテント代・資機材借代・手伝い代
紙芝居作成費、中学生受け入れ飲み物、菓子
HP管理費、色画用紙、広告費（タウンニュース社年賀詞）
封筒、コピー代、インクジェット、色コピー紙
協力獣医師、里親アメリカンカール、県職員退職などへの謝礼。林先生見舞い金
保護犬猫里親までの運搬高速代
郵便代、宅急便
動物を考える法連絡会・れんきょう、他（協力団体）への年会費
ボルゾイレスキューへ
会員懇親会（年1回）
振込み料

事業収入
会費収入
寄付収入
バザー収入
募金収入
支援金
受取利息

治療代及び愛護に関する支出
不妊・去勢
会報発行支出
引出料・引取り料
バザー経費
イベント経費
広報費
事務用消耗品
交際費
交通費
通信費
諸会費
寄付支出
会議費
雑費

収入

支出
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◆定例会のお知らせ
当会では、定例会を開いております。活動や活動予定を報告し、今後の活動をどのように
するか、話し合う場です。

●日時：毎月1回（8月・5月を除く）第２土曜日（または、第３）　PM1：30 ～ 3：30
●場所：はだの市民活動サポートセンター

詳しくは、HPのお知らせをご覧いただくか、当会事務局：0463－76－0015へ問い合わ
せください。

◆ホームページ・ブログのご案内
ホームページ：http://sagamidoubutsu.web.fc2.com
お知らせや新しい飼主募集、毎日の活動状況が分かるブログにもリンクしてみてください。

◆会費・寄付納入先
横浜銀行東海大学駅前支店
普通預金　口座番号6020514
口座名：トクヒ）サガミドウブツアイゴノカイ
～～～～～～～～～～～～～～～～
郵便振替　00250－2－112388　　
相模どうぶつ愛護の会　年会費　　3,000円
寄付金　いくらからでもお受けしております。

◆バザー用品ご提供のお願い
資金不足を補うためにバザーを秦野市運動公園前河川敷にて、5月5日と11月3日の両日午
前9時30分から午後3時まで行なっております。　
●日用品雑貨、衣類（着古してない物）、食器（結婚式の引き出物）など、ご提供くださ
いますようお願い申し上げます。通年受け付けております。　　　　　　　　　　　

◆犬猫保護救済のためにご提供を！
里子に出なかった犬猫が老齢期を迎えております。日夜介護に当たっております。
古タオル、首輪（猫用・小・中型犬用、）幼児の敷物（布団）などご提供いただければ助
かります。

◆「黄色いレシートキャンペーン」にご協力のお願い
ジャスコ秦野店におきまして、毎月11日のイオン・デーには、地域の活動団体などの名前
と活動内容を書いた投函BOXがお店に置かれています。この日は、お客さまがレジ精算時
に受け取られた黄色いレシートを、 応援したい団体の投函BOXへ入れていただくと、お買
い上げ金額合計の1％が、地域の活動団体などに希望する品物で寄贈されます。
※専門店のレシートは、通常の白のままですが、11日の日付が入っていれば投函できます。
今後ともよろしくお願い申し上げます。

ご　　　案　　　内

川崎市・飼主様「ハナちゃん」と
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　平成21年７月末、「猫の鳴き声が東名の防音壁辺りで聞こえる、鳴き声が耳につき、

このままでは耐えられない。どうしたら？」との連絡が入りました。場所は東名・矢名

橋での出来事。

　夜の作業は危険なため、明日を待ちましょうということで、翌朝７時半から道路警備

隊の方が現場を探してくださいました。

鳴き声もきこえず、どこにいるのかも分

からないため諦めかけた時「みゃー！」

としわがれ声が。でも、2時間さがして

も場所が特定できませんでした。鳴き声

がしなくなり、弱ってしまったのだろう

か？と心配しました。

　そこへ第２応援隊（中日本ハイウエイ・

メンテナンス東名横浜株式会社・横浜事

業所）の方が一人駆けつけて下さり、傾斜地など危険を顧みず探してくださいました。

　そしてついに、屋根鉄板の隙間に入り込み、鳴き疲れた声で「ミャーミャー」鳴いて

いることが分かり、その鉄板屋根をはがそうということに。その後更に、メンバー４人

が横浜から駆けつけてくださいました。

　猫１匹のために、暑い中、懸命に作業を続けて下さっている姿に感謝をしないではい

られませんでした。下は車がビュンビュン。落ちてしまえば二度と上がっては来られな

い所です。

　防音壁の鉄板ネジが外され、屋根の天辺から下へ猫をおろし捕まえる作戦になりまし

た。慎重に一般道路側から鉄板が丸ごと剥がされる寸前、ついに素手で猫を捕まえてい

ただくことが出来、無事捕獲。大声で「ミャー・ミャー、ありがとう！」とでも言って

いるようにも聞こえました。

　最後にお礼を申し上げると、「僕、猫は好きですよ。これも仕事ですから。」と、応え

ながら仔猫の写真を撮られました。

　作業中、通りすがりの人の中には「昨日のお昼頃から鳴

いていた」と言っている人もいました。そんな中でも「捕

獲できるかどうか、やるだけやってみよう！」と、行動に

移してくれた通報者の勇気と優しさにも感動です。今は横

浜の里親様の元で先住猫と共に仲良く暮らしています。

■三毛猫大救出劇　中日本ハイウエイ、メンテナンス東名株式会社様に感謝申し上げます。



12

★温かな家庭を待っています（写真以外にもおります。）

★幸せになった犬・猫たち

柴犬（7才・メス）

雑種（3才・オス）

チワワ（3才・メス）

仔猫（3ヶ月・メス）

柴犬（4才・メス）

雑種（２ヶ月・オス）

仔猫（１ヶ月・兄弟）

雑種（5ヶ月・オス）

秦野市・リュウちゃん

大阪市・カール君

横浜市・リンちゃん

写真左側の茶トラ「リュウちゃん」は寒空に捨てられ、

右眼球が飛び出すほど酷く、物にぶつかるたびに出血

するため眼球摘出手術を受け片目になってしまいまし

た。飼主様からのメールには「とっても気立てがいい

子です。先住猫とも仲良くやっています。」と。

ボランティア活動者からのSOSで引き取ったアメリカンカールです。
巨大結腸、膀胱炎の持病があり、常時紙おむつをしていなくては
なりません。最後まで看取りたいと、大阪からお見合いにも来て
下さった熱意ある方でした。後日、会員2人で、大阪まで新幹線を
乗り継ぎ、和歌山に近いお宅まで連れて行きました。「大勢の仲間
に混じって、仲良く暮らしている」と近況報告をくださっています。

飼主の事情で県保護センターへ手放されました。左前肢が無いポメ
ラニアン女の子です。元飼主は、骨折したのを放りっぱなしにして
いたのか？歩行に無理を重ねさせた為、３肢の骨が変形し歩けませ
ん。以前にも県保護センターより引出した、目に障害を持ったキャ
バリア「チロちゃん」の里親様から「引き取り手の無いこの子を是
非！」との朗報を頂き、今は「チロちゃん」と仲良く温かい家族に
迎えられ“おてんば“を発揮しているそうです。
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藤沢市・左：バニラちゃん

愛川町・ペコとイチちゃん

愛甲郡・クウちゃん 相模原市・ミミーちゃん

今年2月に保健所から引き出した白ポメラニアンは声帯を切られていまし
た。一度は里子に出ましたが、里親様の事情で、3ヶ月目で返されてきまし
た。今度こそは本当に幸せにしていただける飼主さんを探さなくては！と。
新里親様からのお便りには「しばらく抱っこしていたら落ち着いたみたい
で、マロンと家の中を確認していました。猫ともすんなりなじんでくれて、
娘、息子、主人と帰って来る人ごとに、抱っこをせがんで前からいる子の
ようです。おしっこはあちこちでしますが、気長に教えていきたいです。
本当に可愛い子を、ありがとうございました。大切にします。

まだまだ幸せになった犬猫たちがいますが、ページ数の関係上掲載することが出来ません。
里親になってくださった皆様に深くお礼を申し上げます。

ペットショップが倒産し31頭が行き場をなくした中で、「噛
む」「高齢」だからと最後まで残されていた親子パピヨン16
才と13才。長い間、狭いケージで良く我慢したと思います。
ペコ（左）ちゃんは、尻尾がもう一本あるのかと思うほど

酷い毛玉でした。そして乳腫瘍になっていました。オス（右）のイチちゃん
は睾丸腫でした。病気の進行を防ぐ為には、腫瘍摘出手術と同時に避妊去勢

手術を受けさせた方が良いとの事でしたので受けました。愛川町から倒産現場に駆けつけ、「是
非助けたい」と言ってくださったお陰でこの２頭を助けることができました。自然豊かな環境で
余生を過ごすことになりました。今は噛むこともなく穏やかな子になっているそうです。

ペットショップ倒産のため７年間も、狭い
ケージに入れられっぱなしにされていたチ
ワワ（7才のメス）です。今はこの通り「家
族の一員」にしていただいております。
劣悪ブリーダーは根絶してゆかなければ、
こうした利潤優先が不幸な子を作り出して
います。来年の法改正にはペットショップ・
ブリーダーの許可制と厳しい文言、罰則が
欲しいと考えます。

「ミミー」は
笑うんです。
そして、主
人の側でよ
く寝て、よ
く遊んでい
ます。

六本木・ポポちゃん 秦野市・シロちゃん

東京からペットショップ倒産現場
へ駆けつけてくださり、救ってく
ださいました。
先日肛門腫の手術や歯石の除去
をしたり、16年間の不幸だった
分を愛情を一杯注いで大切にし
てくださっています。人とかかわ

りが少なかっただけに、ケージの奥に引っ込んでし
まうことも多々あるそうです。

山林近くに６
兄弟で捨てら
れ、皆、寒さ
で目がクシャク
シャでした。
片目をなくした

リュウちゃんと兄弟です。
新居で自由に飛びまわっているそうです。
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　この一年、多くの高齢者や一人暮らしの方から、「このまま、この猫たちを置いて逝
ってしまったらと思うと…」という、嘆きの相談をいただきました。叉、団塊世代の男
性方から「仔猫を保護したが…」や「不妊手術を」といった相談も増え、動物愛護（福
祉）の心が広まったのかなと思う反面、ノラ猫の保護依頼の多さに、とても対応しきれ
ず、「このままでいいはずがない！」と、考えております。
　犬に関しては、経済破綻、高齢の飼い主が施設へ入ることになった等の理由から身寄
りを失う事例が多く、また、「不適正飼主に、どう対応したら？」という犬を思いやる
悲痛な相談もありました。
　現代日本が抱えるさまざまな社会問題の影響で、手放されたり、放りっぱなしにされ
る犬猫たちは明らかに増えているように思われます。良くも悪くも人と動物の関係がよ
り密接になっているということでしょうか。

　活動報告を書き終える頃、飛びこんだまさか？の連絡。
　台風9号により、当会から里子に出たチワワが家ごと土砂に
埋ってしまった！と。幸いこの子は救い出され当会に戻ってき
ております。
　災害はいつ起きるかわかりません。多くの犬猫が飼われてい
る現代、お互いが不幸な目に遭わないよう、日頃から“心・物”の準備はしておかなけれ
ばならないと痛感しています。
　　

特定非営利活動法人　相模どうぶつ愛護の会
佐藤　桂子

雑　感（足元に追われることが多く、活動報告が1ヶ月も遅れてしまいました。お詫び申し上げます。）

追　伸
「動物愛護法」改正に向けて　現場での意見・現状の声を届けてください！
　動物愛護法の改正に向けて、環境省による検討作業が始まっています。見直しの検討
内容がたいへん多いため、テーマごとに毎月１回程度、計15回程度の委員会で検討し、
2012年の通常国会に改正案がかかる見込みとのことです。未だ実現していない項目は、
次のような内容です。

●虐待の定義　●遺棄　●繁殖販売業の許可性と規制強化（生後８週齢未満の犬猫の
流通、店頭販売を規制（禁止）する。）●多頭飼育規制　●過剰繁殖規制　●産業動
物の福祉　●実験動物苦痛軽減　●展示動物　●動物園の規制緩和などなど、問題が
山積しています。

　より実効性を高め、より良い「動物愛護法」にするために皆様のご意見を環境省へお
送り下さい。時期は未定ですが環境省のホームーページからパブリックコメントの募集
が行われます。動物取扱業に限らず、動物虐待、産業動物、実験動物、展示動物、動物
園、水族館、野生生物に関すること何でも良いそうです。
　寄せられる声の多さが法律を変えます。多くの人が「動物愛護法」に関心を持ち改善
を望んでいると示す事が大切です。


