
特定非営利活動法人相模どうぶつ愛護の会

会報　　NO. 8号　2010（平成22）年度

ノラ猫にエサをあげていたら子猫を連れてきた…！

親猫を捕まえたいが捕まらない！

毎年子猫を産んで困る…！

病気に罹った猫はどうしたら？こんなことありませんか？

〒257-0003　秦野市南矢名1130-102

TEL/FAX　0463-76-0015

人と動物が住みよいまちづくり
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　3月11日の東日本大震災と津波・福島原発事故では多くの人々に多大な被害と不幸をもたら
しました。未だもって行方不明の方も多数おられ、家族を失い途方に暮れ、不自由な生活を強
いられておられる被災者の方々に、心よりお見舞いとお悔やみを申し上げます。

　前号の活動報告で災害はいつ起こるか分からないので、日頃から“物・心”の準備をしておくことが必
要であるといった内容の事を書かせていただきましたが、不幸にしてこの３月東日本大震災が起きてし
まいました。

　これを機に、新たな処遇の民間団体同士の情報交換を図り、多くの民間団体が共有する問題について
協力して取り組むことを目的として、「動物愛護団体全国民間ネットワーク」が発足いたしました。
　そして、政府機関などに警戒区域内の動物たちを助けて欲しい意見・要望と、被災者生活支援特別対
策本部への被災者受け入れ可能宿舎にはペット同伴を基本に考えて欲しい旨の要望書を提出しました。

昨年中は皆様のご支援とご協力をいただきまして誠にありがとうございました。
今年度も地域皆様方と共に活動をすすめてゆきたいと思っております。
どうぞ、ご支援ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。

小さな命を尊重し、共存の道を　不妊・去勢手術は重要です！

　例年なら3月辺りから猫の引取り依頼が入っ
ていましたが、震災などの関係から、今年は５
月に入ってから急に、「仔猫を拾った」「ダンボ
ールに入れられ家の前に捨てられた。うちは被
害者」という相談。こちらも、すべてを引き取
ってあげられない事情もあります。巷では溢れ
かえる猫たち。
　際限なく湧き出てくる命に対し保護には限界
があり、貰い手を探す事も容易ではありません。
　それぞれご事情があると思いますが、拾った
人が預かるなど、皆さんと共に協力し合いなが
ら、猫問題を改善してゆけないものかと思って
おります。

★秦野市も年間約400匹の猫を対象に不妊去勢手術の助成を実施していますが、いまだ「捨て猫・飼いきれ
なくなった猫」が多く、猫による環境被害も深刻化しています。
★当会も猫の関係だけで
相談件数（254件）　不妊化手術（118匹）　パンフレット配布（1,175件）　保護数（51匹）
新飼い主へ（44匹）を譲渡しました。妊娠猫もおり、これが生まれていたらと思うとぞっとします。

　野良猫による苦情を減らすには、基本的には野良猫の数を増やさないことであり、現況では、避妊・     
去勢手術しかありません。
　秦野市の21年度猫殺処分数は、他市（28市町村）に比べ、ワースト１となっており、「秦野市犬猫不妊・
去勢手術補助金制度改正」の要望（別紙参照）を行い、助成制度改正に向けた２者協議を重ねるなど、又、
不妊去勢手術の必要性と猫の適正飼養の普及・啓発に向けた協働事業が行われるなど、大きな前進があり
ました。
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人と動物の調和のとれたまちづくりに向けて（まち全体の問題）

★ノラ猫問題は一市民レベルの問題ではない。再度、風間議員へ現状を訴え、市関係部署にもお集まりい
ただいた結果、市議・風間正子氏からH22年9月、市へ質問をお願いした。
当会の訴え　動物の飼育に関する問題・課題は多く、猫に関する苦情相談も根深い問題があり、トラブ
ルに対応するには個人レベルでできる問題ではない。当面は避妊去勢手術の活動を余儀なくされている。
将来的には地域住人、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
を提言した。
市の回答　「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、検討会を開催したり、ふやさないのも愛をスローガンに「動物愛
護週間」には展示会を開催する。」
●これを受け、第一回目の話し合い開催（H22.12.3）

【会議録抜粋】秦野市健康づくり課（２名）、当会（７名）が秦野市東庁舎にて
市・健康づくり課　「今日の集まりの趣旨は、相模どうぶつ愛護の会の活動内容などを聞き、今後はそれ
ぞれのセクションの役割を決め、内容を掘り下げたい。本来、動物愛護行政は県の役割。しかし、今日
は最も身近な行政として、市が、日頃皆さんが考えていることを伺おうと思う。本市ではノラ猫対策の
一環としてマイクロチップのチラシを用意した。会でも活用して欲しい。」
会からの意見　＊マイクロチップだけでは元栓は締まらない。「猫をどうするか」ではなく、「人をどう
するか、   地域をどうするか」から考えなければ解決できない。「環境問題」「まちづくりの一環」と捉え

て貰いたい。ボランティア・行政がお互いできることを補い合いながら、
すすめてゆきたい。
＊市側のマイクロチップを埋め込むことだけでは根本解決はしない。そ
の予算をノラ猫の不妊手術補助金に使ったほうが良い。ノラ猫は社会
問題。どうしたら増えないようになるかを第一に考えなくてはならな
い。
＊会として、個人としても手術代を立て替え続けるのには限界がある。

★市役所一階ロビーにて展示会
（H23.9.21 ～ 9.24）
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●紙芝居を実演　●名札や鑑札を常に着けておくこと　●“しつけ”の大切さ　
●カーミングシグナルを覚えると犬と仲良くなれること　●本当に最期までき
ちっと飼えるのか良く考えてから飼い始めて欲しい等の話をした。
■小学４年生のお母様から

「娘がトイプードルを飼いたいというので参加しました。今日の話を聞いて良か
った。留守にすることも多いし、子犬は手間がかかるようですし、主人も飼う
ことに反対しているので、もう一度家族で話し合ってみます」というコメント
■生徒さんは、「紙芝居は面白かった。もっといろんな話を聞かせてもらいたい」「今度はちがう説明をし
てもらいたい」と、書いてくれました。

■「保健所へ出したり、捨てるのなら始めから飼わなければいいのに」
■「身勝手な飼い主が許せない」
といった、単刀直入な感想を書いてくれました。

■DVD「犬と猫と人間と」の鑑賞に４０名もの生徒さんが事
務局を訪れてくれました。動物がおかれている現状と不幸な
動物がたくさんいる事に驚いているようでした。「今日、観た
ことを友達にも伝えたい」と、涙ぐむ生徒さんもおりました。

青少年の動物愛護精神を育む活動
１．夏休みこどもおもしろ塾に参加（小田原市川東タウンセンターマロニエにて）　H22.7.28

２．神奈川県動物保護センター見学（市内中学生） H22.7.28

３．映画上映「犬と猫と人間と」（NPOおおぞら保育会と協賛）　H22.8.2

４．夏休みボランティア受け入れ事業として　H22.8.17

職員の説明を受ける生徒さんたち。

平塚中央公民館ロビーにて、当会は展示を実施
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　動物愛護法に基づく「動物愛護週間」にちなみ、神奈川県
動物保護センターで毎年開催される行事に参加。パネル展と
バザーを実施しました。保護センターより里子として出て行
ったチロちゃんとリン（元飼い主の不適正な飼い方で左前肢
がない）ちゃんが遊びに来てくれました。

■「犬と猫と人間と」のDVDを鑑賞
妊娠したノラ猫から堕胎した胎児の
映像

■「秦野市市民活動団体連絡協議会」の有志が自分たちの活動を発表しました。
　中学生が飛び入りで「紙芝居：茶々のあし」を演じてくれました。（左写真）

◆動物は言葉を話せません。名札・鑑札は常時装着して置いてください◆

５．ふれあい講座　秦野市立大根中学校視聴覚室にて　H23.6.15

６．れんきょうフェスティバル　イオンリテール2階・特設売り場にて　H22.8.22 ～ 8.23

７．「動物あいごのつどい」に協力参加　神奈川県動物保護センターにて　H22.10.23

▲映画：「犬と猫と人間と」は、人と動物の幸せのためにどう関わってゆけば良いのか、大人も子ども一
緒に考えるヒントになる内容となっています。
　　♥犬猫を取り巻く世相　♥捨て犬や捨て猫が処分される現状　♥処分される命を減らすための取組み
　　♥動物福祉先進国イギリスの様子　♥まとめとなっています。
捨てられた犬や猫の状況、動物愛護の活動を理解し、自分にできることを考える啓発的な短編ドキュメ
ンタリー映画です。飯田基晴氏（映画監督）
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「捨てる行為」は「虐待罪」でもあり、二重の犯罪

★羽生市親子犬遺棄
　今年1月5日、町田市の会員Ｋさんから、「埼玉県羽生市の高架橋下に
犬が捨てられ、子犬もいる。どうしたら？」との相談。
　この寒空に親子犬が取り残されていると思うと、そのまま聞き捨てに
　できない。暗くならない内に、高速を乗り継ぎ夕方現地へ着くことが
できた。
　犬の居場所は会員Kさんが羽生市の知人と連絡を取り合い確認してく
れていた。利根川沿いに枯れススキの生い茂る中に母犬とまだ目も開か
ない子犬（５頭）たちは居た（保温シートは会員の知人が敷いてくれた
もの）。
　近づいてゆくと怖いくらいに母犬が吠え立てたが、会員がおやつを与
えると直ぐに慣れてくれた。お正月前の暮れに捨てられたようだ。車に
母犬は乗りたがらなかった。元飼い主が迎えに来てくれると信じての事
だろうか？ 

★狩猟犬、用済み？
　平成23年7月17日足柄市塚原の山中に2頭の紀州犬MIXが捨てられていると言う通報を受け現地へ。
全く人家の無い場所に、２週間前から徘徊していたとの事。左肢は腫れあがっており、３本肢で歩いていた。

下痢もしていた。
　猟に使われていたのが、要
らなくなったのか、左肢を紐
罠にくくり、戻れなくしたの
ではないか？
　罠で動けなくなった間中、
メスはオス犬の側を離れず寄
り添っていたと思われる。オ
スの顔には口輪をかけられた

２本の傷跡もついている。「死んでも構わない」という残酷な行為だ。今回は“氷山の一角”。今までにも人
目に付かず苦しみ死んでいった子は数知れないのだろう。
　この２頭、このままにしては帰れない。いずれ子を産み野犬化しては人にも犬にも不幸と思い、捕獲保
護を決意した。犬の捕獲は危険を伴う作業。首輪をされたことの無い犬は、首を左右に振り抜こうとする。
メスの方は散歩綱も食いちぎってしまった。

★何の為に飼ったのか？　飼育放棄
　今回の相談者によると、この犬は１６年前、当時２０歳の兄
が飼い始めたそうだ。その後、兄は結婚を機に、この子を相談
者に預け家を出て行ってしまったとのこと。その後相談者は、
アパートから店の倉庫に通いながらこの子の面倒を見ていたが、
充分な世話が出来ず、近隣商店から保健所へ「フン尿の悪臭が
する」と通報され、手放す事になった。
　爪は伸びきり、目は全く見えない。
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★初めての経験　一時預かりに思うこと　　　　　会員　R・S

　6月の終わり、他市のボランティア活動の事務所に入ろうと
したところ、子猫数匹と遭遇した。夢中で1匹捕まえたが子猫
を必死に呼ぶ母猫の迫力に負け逃がしてしまった。その後で、
ここに野良猫の集団が何年も住み続けていること、駅前なので
車に轢かれる猫が多いことなどをボランティア仲間と話す内、
先程の自分の判断は間違いだったと。再度チャンスを狙い、別
の子猫を1匹捕まえ保護した。生後2 ヶ月位の子猫（オス）で、
小さな体にノミが一杯ついていたが幸い血液検査等は問題な

く、既に我が家には犬猫1匹ずつ飼っているためホッとした。最初の数日はサークルの中で大人しくしてい
たが、慣れてくるとやんちゃぶりを発揮。毎日朝から先住犬とにぎやかにプロレスごっこで、遊びたい盛
りの先住犬とはいいお友達になった。しかし、先住猫は子猫を断固拒否。日が経つにつれ、子猫だけでなく、
これまで問題なかった先住犬やついには私に対しても接近を嫌がるようになった。子猫は半月程我が家で
過ごし、素敵な里親さんにもらわれて行った。母猫から無理矢理引き離してしまったが、十分幸せになれ
る家族と引き合わせることができたと思う。
　先住犬は子猫がいなくなって数日元気をなくしたが、先住猫は元の私のかわいい猫に戻ってくれた。今回、
初めて一時預かりをして、里子に出せた喜びだけでなく、先住ペットとの関係や、里親探しの難しさなど色々
経験することができた。改めて、動物愛護活動とは？と考える機会になったと思う。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

　保健所から引き出した柴犬（メス・7才くらい“もえぎちゃん”）の新飼い主様より、手作りのキャットタ
ワーをご寄贈いただきました。猫の習性に配慮されており、会で保
護されている猫達も大喜びしています。これから猫を飼われる方に
は、お勧めタワーです。室内で安心、安全、より楽しい生活を送っ
ています。
　“もえぎママ様”ありがとうございます。 
♥ 飼主様より「“もえぎ”は、我が家にはなくてはならない存在です。
　素晴らしいご縁をいただいて感謝に耐えません！」

　事務局にて保護中は気の強
いもう一頭の柴犬との相性が
悪く、ケンカが絶えませんで
した。犬のみならず止めよう
とした人間もけがをするほど
のケンカになる事もあり、や
むを得ず仕切りをするなど対
応に苦労した子でした。

　今では、いつもお母さんと一緒のフカフカベットで眠り、ベンツに乗せてもらいドライブやお散歩、ド
ッグカフェを楽しむなど、まさに玉の輿です。
　幸せにして頂き本当に良かったと思います。

★ステキなプレゼントをいただきました
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「動物愛護管理法改正」シンポジウムに参加

　平成22年9月20日、麻布大学に
て（財）神奈川県動物愛護協会が
主催する「動物愛護管理法改正」
に向けたシンポジウムに参加。
　動物取扱業の範囲、販売や取扱
の基準、登録制から許可制への変
更等、多岐にわたる問題点に様々
な面から焦点をあてた、７名のパ
ネリストの話を聴くことが出来
た。
　過去に子犬の販売業に携わった

というN氏の話は、命を物としか考えない実態を知らされた。
　繁殖現場からセリにかけられ、ペットショップに並ぶまでの裏話。「流通の仕方が酷
く、何匹かは必ず子犬が死んでいる。幼令の販売には弊害が大きい」「業者には商品で
しかない。ネット販売・移動販売、オークションには規制が必要であり、悪徳繁殖業
者には店舗登録の取り消しも必要である」などなど。
　離乳が始まるかどうかで母犬から離され、社会性も身に付かないまま、給餌意外は
ダンボールに１頭のみ入れられ、セリにかけられ落札される光景は人間の欲の深さを
憎む。
　幼令の内に売ってしまえば業者にはリスクは少なく利益があがる。繁殖業の施設は
狭く、いつまでも母犬を置くことはリスクが多いため、保健所に持ち込んだり、若し
くは満足な世話をせず放りっぱなしにする。母犬たちは過剰な繁殖に酷使されたあげ
く、皮膚病などに苦しみ、次第に弱り死んでゆく。
　日本は若い犬ほど売れる。だからペットショップは早く出荷する。こうした循環が
なくならない限り、繁殖業のこうした仕組み、流れを止めることは出来ない。
　繁殖業者への立ち入り検査、場合によっては営業停止にするなど、欧米並みの罰則
強化の文言を法律に入れて欲しいと思う。

※皆様にお願い！
　動物愛護法の改正に向けて環境省による検討作業が進められています。
　平成23年10月～ 12月頃に小委員会報告書（案）議論に対するパブリックコメント
の募集が行なわれ、動物愛護部会の報告書（案）としてまとめられます。
　その後平成24年2月以降改正法案が通常国会に提出され6月頃までに改正法成立、公
布される予定です。
　皆さまの声が法律に反映される５年に１度のチャンスです。動物たちの現状を改善し、
真の愛護法にする為に是非、パブリックコメントに参加していただきたいと思います。

特定非営利活動法人相模どうぶつ愛護の会
佐藤　桂子
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2010（H 22）年度　収支報告書　　（平成22年4月1日より平成23年3月31日まで）（単位：円）

前期より繰越 347,953

収
　
　
入

事業収入 891,580 新飼主からの入金
会費収入 39,000 3,000×13人
寄付収入 701,579
バザー収入 262,971 ５月５日、１１月３日
募金収入 2,810 とかわ犬猫病院募金箱
受取利息 57

収　入　合　計 1,897,997

支
　
　
出

愛護に関する支出 700,496 犬・猫の病気,ケガ・治療、火葬代、管理費
不妊・去勢費 777,423 犬・猫の不妊・去勢手術代
会報発行支出 81,790 活動報告（第7号）作成費
犬猫引出料 4,880 神奈川県動物保護センター
バザｰ経費 53,000 秦野市市民の日、手づくり広場のテント資機材借り代、手伝い費
イベント経費 11,067 神奈川県動物保護センター見学、小田原塾・大根中学講座など
広報費 45,080 ＨＰ管理費、タウンニュース社年賀詞、その他
消耗品・備品費 20,851 コピー代、犬用ケージ
交際費 48,775 病気犬里親へ見舞金や謝礼
交通費 47,072 新飼い主へ運搬に係るガソリン代及び高速代
通信費 100,006 郵便代、宅急便
租税公課 3,100
水道光熱費 35,095 平成22年9月～平成23年3月分まで
諸会費 1,000 秦野市市民活動団体連絡協議会
その他雑費 11,800 振込み料、会議費、廃棄物処理

支　出　合　計 1,941,435
次期へ繰越 304,515

22年度ご寄付をいただいた皆様（敬称略）

浅野律子　浅野信広　阿部公枝　岩上和子　岩田　尾澤淳子　アーノルドユキ　大向江雄二　大津　池田仁　
岡本一勇　大野美江　オオシマキョウコ　奥村勇　朝日新聞　小田幸子　大庭秀樹　植木めぐみ　相原伸一　
遠藤稲子　川喜田康子　川瀬美江　金子治夫　小宮幸子　兼山佳子　佐藤美喜子　佐保安寿　島田恵子　島喜美子　
須山　佐藤初江　鈴木一雄　鈴木由美　鈴木八重子　菅原博子　　酒井みさを　佐藤禮子　佐々木宏　塩田洋子
清田遼子　田辺いと枝　竹内久実　常盤徹　壇浦俊子　田中礼子　富岡まり子　大工原秀夫　高橋　とかわ犬猫病院
長屋秀子　野口江美　野口美佳　野地則子　日産自動車㈱　南条恵子　野川綾子　日置裕子　馬場雍　ペットハウスム
ーミン　畠山雅一郎　フタミケイ　持田晶子　村山栄子　村上葉究　馬場雍　松島緑　富岡まり子　松井幸子　松山勇
牧田ちさと　森本直子　正木順子　山戸隆史　山崎淳児　山本十志子　柳澤　吉木昭伍　山田耕治　ワタナベトシオ
渡辺富江　
★会費、ご寄付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す。

（当方の手落ちで、記入漏れやお名前の間違いなどが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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★会費納入のお願い
郵便振替　00250－2－112388　　相模どうぶつ愛護の会　
横浜銀行東海大学駅前支店　店番号 663 口座番号 6020514
 口座名：トクヒ）サガミドウブツアイゴノカイ

会の活動は皆様からいただく会費、寄付、バザーなどの収益金によって支えられております。どうぞ、
引き続きのご支援をよろしくお願い申し上げます。

★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。
Eメール：animal@tbn.t-com.ne.jp　　　　当会事務局：0463－76－0015へ問い合わせください。

★「黄色いレシートキャンペーン」にご協力のお願い
　日頃より多大なご協力をいただきまして、誠にありがとうございます。深く感謝申し上げます。
　イオン秦野店におきまして、毎月11日にはお客様がレジ清算時に受け取られた黄色いレシートを応援
したい地域活動団体の名前を書いた投函BOXに入れていただきますと、お買い上げ金額合計の１％が地
域の活動団体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のものもありますが、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。

★バザー用品のご提供のお願い
　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。

　ご家庭で眠っている品物で日用雑貨、タオル、シーツ類などございましたらご支援いただきますよう
お願い申し上げます。（衣類は着古していない物）

★今後のイベント予定
●バザーと展示会実施 平成23年11月3日、秦野市水なし河川敷にて
●展示会 平成24年2月9日、秦野市文化会館展示室
 （各種ポスター展示、風船、ポケットティシュ配布）

お　　知　　ら　　せ

座間市・ココ、メメちゃん

早いもので１ヶ月が経ちました。２匹ともかなりパワフルに急成長しております。
体重も１キロを超えました。食欲も旺盛でよく遊んでいます。ココは食が細く体も小さ
めです。
メメは食欲旺盛でココの分まで盗み食いしてしまうほど。力技でココをねじ伏せています。

★里子だより（2010年度に本会から里子に出た犬猫たちの写真の一部です）
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愛川町・福ちゃん

平塚市・小梅ちゃん

志木市・トコちゃんとサリちゃん

鎌倉市・ちびちゃん

秦野市・茶チャ

松田町・テンテンちゃん

福もこんなに大きくなりました。
ご心配をかけていました、鼻の調子も良くなってきました。やんちゃ盛りですが、家族皆で
“福”中心の楽しい日々を過ごしております。
やっとじっとして撮影出来ました（笑）

小梅が来てから２週間経ちますが、１ヶ月位経ったのではないと思えるほど慣れてく
れました。娘たち、孫たちお婿さんたち皆に可愛がられています。
近所の人にも、新しいわんちゃんですか？と声をかけられています。
雨合羽も嫌がらずに着て散歩に行ってます。大切にいたします。

２匹の猫ちゃん、サリとトコと命名しました。我々夫婦と娘にも良くなつき、
新しい環境に順応してくれています。
サリとトコとの縁ができた事に我が家一同心から喜んでおります。

真ん中の黒白色の子が「おちび」です。「ちびを我が家に迎えてから早一ヶ月です。
先日、少食で、食べたものを吐いてしまうと心配して、メールを差し上げた日を
境にモリモリと食べるようになりました。今では、うってかわって、催促するよ
うになりました。最初は猫をかぶって（？）いたのか、今では部屋中を走り周り、
わんこのむぎとはレスリングをし、カーテンや観葉植物も駆け上り、本領を発揮
しています。」

家に来た当初は隠れたまま出てこなくなり心配しましたが、今ではヒザの上に乗っ
てきたりと、とっても甘えん坊さんです。私たちのことを認めてくれたのかな！？
茶々の事が可愛くて仕方ありません。茶々に出会えて幸せです。

名前の由来は10月10日に里親になったのでテンテンにしました。紙を丸めて投げるとくわ
えて持ってきます。
タンスに登ったり廊下を走ったり、どこかに隠れたりして、皆を驚かせています。
家族の一員になってくれて幸せです。
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横浜市・ティティちゃん

藤沢市・きらちゃん

羽生市の親子（6頭）たち

我が家のお姫様ティティもお陰様で無事不妊手術も終えましたのでご報告します。
当初は700g、現在は2450gになり元気です。
地震の影響で最近は落ち着かない日が続いております。

平成23年1月5日、埼玉県羽生市の川原に遺棄された母犬と５頭の子犬
たちは、それぞれ、温かな家庭に貰われました。母犬・瑠璃ちゃんは
秦野市内の、家族の元で幸せに暮らしています。

少しずつ、本当に少しずつですが、慣れてきてくれているように思います。ごはん
も良く食べ、排泄も順調で、毛並みも良く健康でいてくれるので、安心しています。
相変わらず押し入れの奥を住処にし、日中はほとんどそこで寝て過ごしていますが、
夜はあちこち巡回をし、走り回り、カーテンに登り、元気いっぱいで毎晩大騒ぎです。
撫でさせるようなことはさせてくれませんが、いつも決まった時間に遊んでいるた
め、その時間になると、かわいい声で遊びを催促してきます。警戒心を緩め、カー

ペットの上でゴロゴロしたり遊んでいる姿は本当に愛らしく、思わず顔がゆるんでしまいます。日々の疲れ
も吹っ飛んでしまうような、強力な癒しになってくれています。もしかしたら、助けられているのは、こち
らのほうなのかもしれません。

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。（別表参照）

T N R 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


