
                

 

                  平成 25 年８月～平成 26 年３月迄 

 

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。 

動物の愛護及び管理に関する法律が変わりました。 

〘平成 25 年９月から施行〙 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

法システム 
愛護法（国） →  基本指針（環境省） →  推進計画（都道府県） 

この 3 つの流れで、具体的な動物に関する行政としての施策が決まっています。 

●国が定める「動物愛護及び管理に関する法律」があり、 

●その法律を各自治体レベルで運用するための大きな方向性を示す環境省が発する「動物の愛護及び管

理に関する施策を総合的に推進するための基本指針」があり、 

●その指針に基づいて各地方自治体が制定する具体的な「動物愛護管理推進計画」で構成されています。 

 

 

相模どうぶつ愛護の会 

事務局：〒257-0003 秦野市南矢名 1130－102（佐藤方）TEL/FAX：0463-76-0015  

http://sagamidoubutsu.web.fc2.com/  E―メール・animal@tbn.t-com.ne.jp 

  



◎今回の改正のポイント 動物取扱業の規制強化 
 

飼主・所有者の「終生飼養の徹底」、「繁殖防止処置」、自治体が犬猫等の販売業者から引き取りを求められた 

場合の拒否が可能になりました。 

また、平成 23 年に起こった「東日本大震災」のような災害時のペット同行避難についても各都道府県の推進 

計画で記載することが義務づけられました。 

そして、「動物を取扱う動物取扱業」の第一種と第二種に分けられ、第一種は、ペットショップ等の犬猫などの 

販売業で、地方自治体に対し、犬猫等の健康・安全を維持するための整備が義務づけられました。 

それに反する人や企業、団体には行政からの監視や「強い罰則」を含めた指導がなされる事となりました。 

第二種は、愛護団体や NPO などを指し、飼養施設・保管、譲渡、訓練を行う場合には、地方自治体に届け出が 

必要となりました。 

 

◎今後の法改正の課題 
 

１） 犬猫販売業者に対し、幼齢動物を親から離す時期としてふさわしい週齢の徹底（親兄弟と生後 8週程以上 

生活することで社会性が身につくと言われています） 

2)  終生飼養の基盤となる「個体識別」「所有明示」のためのマイクロチップの装着義務づけ対策 

3) 飼主のいない動物（猫）の地域での飼養について  ・・・など等、まだまだ山積しています。  

 

今回の法改正動愛法で、自治体の犬猫等の引き取り拒否も出来るようになりましたが、それによって「飼えなく 

なった」と言う動物を野山などに捨てることにならないよう、適正飼養の普及・啓発事業をしっかり行って 

ゆかなければなりません。 

 

【すべての動物に 5つの自由を！】 

５つの自由とはもともとは畜産動物の福祉の為に１９６０年代に英国で生まれたもので、現在では 

愛玩動物を含めた動物福祉の基本として広く国際的に認知されています。 

1.飢えと渇きからの自由 

2.不快からの自由 

3.痛み、傷害、病気からの自由  

4.恐怖や抑圧からの自由 

5.正常な行動をする自由 

 

２０１３年９月１日、動物愛護管理法の改正に伴い家庭動物、展示動物、実験動物、産業動物の基本指針も 

改正され、「動物の健康及び安全の保持等」と、「人と動物の共生する社会」の文言が加えられました。 

人間を守り動物を守る法律でもあると思います。 

しかし、今回も実験動物の福祉に関する改正は不十分であり、また乳肉卵などの食品などに供される産業動物

に対しても「5 つの自由」は外されています。 

 

動物取扱業も利益重視の現状から、動物は「物」ではなく「命」であるという観点で５つの自由を重視した 

適切な取り扱いを徹底することで、国民全体の価値観もシフトされていくことにつながり現況はかなり改善 

されると考えます。 

 



■最近の猫の諸事情   

１・・・相談者の年齢層とエリア 

秦野市内は勿論の事、綾瀬市、厚木市、小田原市、相模原市、 

藤沢市と広がり、相談年齢層は 60 代の女性や団塊の世代の男性、

高齢者、行政、企業の経営者から等となっております。 

２・・・相談傾向 

●「猫が可哀想で餌づけしていたら仔猫が生まれ増えてしまい 

近隣から糞尿の苦情や車に傷つけられたと言われた。 

どうしたらいいのか？」 

●捕獲器の貸出し依頼が多くなって、「飼い猫が逃げてしまった捕獲器を貸してもらえないか。」 

「不妊・去勢手術をしたいが捕まらない。」「仔猫を捕まえて飼ってあげたい。」 

●「仔猫を保護したが、家ではアレルギーや子どもがいるので飼うことは出来ない。引き取って欲しい。 

引き取れないなら他団体を紹介して欲しい。」 

●「不妊去勢手術費用が高価で困る。」 ― 秦野市における野良猫不妊手術の助成金は一人当たり 5 匹 

まで使える事が周知されていないため、手術をためらう市民も少なくない 

●高齢者からの相談には全面的にお手伝いすることが多く、猫の習性をご存じないために餌づけして増や 

してしまい母猫の捕獲～手術、仔猫の保護～里親探しに至るまで、活動者への負担が重くなっています。 

●中年層は、野良猫に対し自主的に不妊去勢手術を受けさせようとする方が増え、良い傾向になって 

きていると感じています。 

 

しかし、人目に触れる事なく TNR 活動を進めていても焼け石に水、時間と労力とお金の無駄なのではないか？ 

野良猫に関わる人自体を「変わり者」と思う地域性と高齢者のはざまで「地域猫」活動への移行は非常に 

困難です。 

３・・・多頭飼い  今後の大きな課題 

最近、まともに世話が出来ないほどの数の動物を飼うケースが多く見受けられ、対応に苦慮し改善が難しい 

現状にあります。人間の福祉分野も複雑に絡んでいる場合も多く「法律」で云々という範疇ではなく、 

大きな課題を含んでいると考えます。 

 

■野良猫を減らし、殺処分を減らすには 

過酷な環境で暮らさざるを得ない猫たちをつくり出す、飼主や 

無責任な餌やり。動物と関わるには一定の知識が絶対に必要です。

餌やりをすることが動物愛護と勘違いする人も少なくありません

が、先ず餌を与える前に不妊去勢手術を受けさせる事が大前提だと思います。しかし手術料金が高い、面倒、 

自然が良いといった、中途半端な動物愛護者が増えてきたこと、自己中心的な人間がいらっしゃることに問題が

あると思います。無責任な行動が何の罪もなく死に追いやられる動物を増やしている現実を直視せず、自分の 

感情が満たされれば良いという未成熟な土壌にどう対応し、変えてゆけば良いのでしょうか。 

どんな動物であれ、これらの環境・健康・栄養・衛生などを考え、この仔たちとどう共存し、どう絆を結ぶかの

福祉を考えることは、ひいては、私たち人にとってもやさしい住み良い社会に繋がるのではないでしょうか。 

野良猫・捨猫を増やさないために不妊手術をしましょう！ 

猫は生後半年で妊娠可能、1 年間に 2・3 回出産、出産毎に 

5 匹程度生まれます。 



■野良猫対策支援事業（TNR＝繁殖制限活動） （通 年） 

１）TNR 数        １５7 頭    

２）保護猫         ４５頭    

３）里親探し譲渡数     ３９頭 

４）普及・啓発物      ティッシュ、風船（１０５０部）  

会報配布（２50 部）             

 

 

夢は「地域猫」活動へ 

ＴＮＲとは？ 

Trap（捕獲し）Neuter（不妊手術を施し）Return（元の場所へ戻す） 

TNR 都市型の成功例  

米国の研究者によると、テキサス州の大学で、９年前からキャンパス内の野良猫を対象に繁殖制限の比較調査

が行われています。７５％の猫を殺処分させるよりも、７５％の猫にＴＮＲを行った方が、より猫の数が減ってきて

いるとのことです。  

♥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。 

 

※TNR 活動をどう生かせば良い？   

●秦野市健康づくり課との連携で適正飼養普及・啓発と仔猫の新飼主探しのイベントを行いました。 

 

 

 

平成 25 年 10 月 10 日・秦野市立大根公園にて    平成 25年 12 月 6日・秦野市立本町公民館にて    

市内・外からの相談、TNR に日々活動に取り組んでおりますが、一部住民から、「手術が済んだ猫でもここに戻

されては困る。そっちで引き取れないならそのまま保健所へ」という意見、土地柄など影響してか動物(特に

野良猫)問題には、世間の目は冷ややかで個人レベルでしかない活動は厳しいものがあります。 

秦野市・平塚市・伊勢原市・小田原市、厚木市、中井町とも共通な問題「無責任な飼い方で繰り返される出産、 

糞尿による苦情」を、先伸ばしするのではなく、給餌者も苦情側だけでなく行政が参入し市民全体で考える 

べき事ですが、集会を設けても高齢化もあってかなかなか人は集まり難く、感情論ばかりが先立って話し合う

ことすら難しく、“いたちごっこ”の現実です。 

 



人と猫のよりよい共生を目指して〈当会パンフレット〉 

 

 

神奈川県・猫の適正飼養ガイドラインより (抜粋) 

野良猫は特定の飼い主が存在せず、屋外で生活する猫のことで、全ての野良猫は無責任な飼い主による 

「捨て猫」や「不適切飼養」に端を発していると考えられます。 

もともとは飼い猫であったものが、飼いきれないなどの理由から無責任に捨てられたり、不妊・去勢手術も受

けないまま外飼いをしていたために飼い主が知らないうちに繁殖した猫がほとんどです。野良猫は病気に 

なったり、事故にあう可能性が高いなどの理由により、比較的短命です。 

 

・ 野良猫にえさを与えている人 

地域の環境に十分配慮し、飼い主に準じた適切な飼養管理や不妊・去勢手術をすることで地域住民の信頼を

得ることが重要です。加えて、野良猫を地域猫として地域で飼養管理していくことを地域住民に提案し、地域

猫活動に対する理解や協力を得ていきます。 

新規参入猫の存在や傷病猫を把握しやすく、地域猫活動の核となることが多い人たちです。 

・ 地域住民 

猫を好きな人、嫌いな人、興味がない人、猫が大切な人、猫に困っている人、色々な人が地域には住んでいま

す。野良猫問題を解決するには、野良猫による問題が地域の問題であるという認識及び問題の解決に関心を

持つことが重要です。猫を排除するだけ、えさを与える人を非難するだけでは問題は一向に解決しません。 

地域猫活動を理解し、協力することが、猫による問題を解決します。 



 ■イベント事業 

〇展示会 動物愛護週間にちなみ タイトル＝ 捨てず 増やさず 飼うなら一生  

 （平成 25 年 9 月 21 日～24 日まで） 

この展示は平成 23 年度から、秦野市健康づくり課が当会と連携で、 

動物愛護精神を基に、動物の適正飼養の普及啓発のために開催されて 

います。 

主に野良猫に関する不妊・去勢手術実施の秦野市内・市外のマップや災害

時対策、動物を飼いはじめる前の飼主としての心構えなどのポスターが

展示されました。その他、普及啓発用ティッシュや風船を展示しました。 

 

 

 

 〇神奈川県動物保護センターの見学とディスカッションを実施  

�  弱いものを思いやる優しい心の育成事業 �                        （平成 25 年８年 13 日） 

秦野市民活動団体連絡協議会主催・オリエンテーションに参加した中学生の内、この活動に関心を持ち 8名が 

参加してくれました。 

●なぜ、犬猫等が収容されてしまうのか？  

●どうすれば収容されないですむのか？ 

この２点について、生徒さんに自由に意見・発表を 

して貰い、感想を書いてもらいました。 

 

 

 

 

            会議室にて、県・職員の説明を聞く生徒さんたち 

県・職員様のパワーポイントによる事業概要の説明通り、犬猫の収容数

は少なく、施設はガラガラ。平成25年4月からは処分機は稼動されて

おらず、蜘蛛の巣がかかっておりました。昭和４７年以来つい最近まで、

多くの命がここで葬られていたと思うと手を合わせずにはおれ 

犬収容施設前での説明                    ませんでした。     

  ★生徒さんの感想   

＊聞くのと見るのとでは違っていた。 

＊神奈川県は良い方で、〇〇県、〇〇県はひどいと思う。 

＊今日見学して知ったことを、みんなに話そうと思う。 

＊自分の家にも犬がいるので、最後まで飼おうという思いが強くなった。 

＊鶏とかアカウミガメは引き取り手がないと聞いたので、一人でも多くの人が引き取ってくれるよう 

すすめたい。 

＊一番印象に残ったのは、飼い主を待っている犬の姿と元気がない犬もいてとても悲しい。 

＊人間は動物を大切に、つらい思いをさせないよう愛してあげてほしい。 

＊早く飼ってくれる人が見つかると良いと思う。 



＊保護センターは怖いところだと思っていましたが、保護センターの人の話を聞いて今は改めて良い 

ところだと思った。 

＊将来、動物を飼うかも知れないが、その時は最後まで飼ってあげます。 

＊今年、4 月～8 月まで殺処分がゼロと聞いて安心した。良い傾向になったので、みんなに現状を 

知らせてあげたい。 

＊どんな理由があっても、動物を捨てるのは良くない。自分が捨てられたらどうなるか？ 

＊センターは、今までは殺処分ばかりが多いと聞いていたが、引取る数も減ったのでびっくりした。 

＊殺すことだけと思っていたが、説明を聞いてセンターへの考え方が変わった。愛情をもって飼わなくては

いけないと思った。 

＊センターにいる犬や猫は可愛いのに、なぜ、飼い主は捨てたのか疑問。自分は絶対捨てたりしたくない！ 

 

 ○動物たちに捧げるコンサートを開催             （平成 25 年 12 月 12・13 日） 

 東海大学サテライトオフィス交流センターにて  

 

過去・現在・将来にも、人間のために利用・犠牲になるどうぶつたちへの鎮魂の意を込めて、このコンサートを 

開催しました。ご多忙の中、遠路ご来場いただきました皆様に、この場をお借りし、深くお礼申し上げます。 

 

当会会員、のだみさきによる動物福祉をテーマに作詞作曲 

した、代表作「アニマル」「仙人になりたい」などと、他数曲を 

弾き語り。 

またご協力をいただいた、ぶれーめんさんによる、バイオリン 

フルート、アルパ、キーボードなどで「雪やこんこん」「精霊の 

踊り」「花は咲く」「クリスマスソング」「ハブの港」など演奏 

いただきました。 

 

▲来場者のアンケートから  東海大学サテライトオフィス地域

交流センターの取りまとめ来場者７８名（内アンケート回答者 22 名） 

・素晴らしい企画ですね。もっと幅広い年齢層にアピールして頂きたいと思います。 

・相模どうぶつ愛護の会の会員で初の開催という事で参加しました。次回へもつながれば良いし、 

今後も広く市民のいろいろな活動サポートや PR お願いします。 

・音楽は心の癒しで何でもよしの方です。 

・いつもタウンニュース等で見ています。場所も駅に近く、市民の良い発表の場だと思います。 

・こういう機会を増やしてください。 

・音楽演奏の方により興味がありました。動物愛護は確かに必要です。責任の無い人が飼い過ぎていると思い 

ます。私は責任が持てないので飼っていません。 

・バイオリンとフルートのやさしい音色に心がなごみました。 

・大切な命がいまだにそまつに扱われているので、もっといろいろな所で開催して欲しいと思います。 

・野良猫や保護犬・猫がこのような活動で幸せになれるのを見るととても心が暖まります。大変だと思いま 

すが、頑張ってください。 

・ミニコンサートは素敵です。生で聞けるのは大変うれしいです。 

・いつも、いつも楽しませていただきありがとうございます。もっと沢山の方々が参加されると良いと思います。 



 

 

 

 

          

○バザー売

 

 

 

○フェリシモ

  

 

バザー売上 

寄付金 

募 金 

合 計 

テント代 

机貸借料 

純収入 

神戸市中央区浪花町

フェリシモ

「メリーで社会貢献」より

「フェリシモの猫基金」より

「フェリシモ

■合計額 150,000

■支援目的は

 動物たちの保護と飼い主探し支援活動としての治療費、ワクチン、

不妊・去勢手術代、餌代、動物たちの消耗品代などへの

 

  ■これまでに

          

※主に野良猫対策に係る

る病気・ケガ治療費などに遣わせて頂きました。

尚、フェリシモ

頂いてあります

活動報告は

ご覧いただけます

お蔭さまで

上げます。

 

今後も、第

 

売り上げ報告

フェリシモ基金事務局様

 

 93,470 円

23,000

44,850

161,320 円

14,000 円

2,400 円

144,920 円

神戸市中央区浪花町、

基金事務局様

「メリーで社会貢献」より

「フェリシモの猫基金」より

「フェリシモ わんにゃん基金」より

150,000 円を頂くことが出来ました。

支援目的は 

動物たちの保護と飼い主探し支援活動としての治療費、ワクチン、

不妊・去勢手術代、餌代、動物たちの消耗品代などへの

これまでに 第一回目

          第二回目

※主に野良猫対策に係る

る病気・ケガ治療費などに遣わせて頂きました。

フェリシモ基金事務

いてあります。 

は会の HP・ブログ

いただけます。 

さまで活動継続危機

。      

 

第四回目のご支援

報告 （平成 25

で７

基金事務局様より三回目

  

円 

23,000 円 

44,850 円 

円 

円 

円 

円  

、株式会社フェリシモ

基金事務局様より、第三回目

「メリーで社会貢献」より     

「フェリシモの猫基金」より    

わんにゃん基金」より

を頂くことが出来ました。

動物たちの保護と飼い主探し支援活動としての治療費、ワクチン、

不妊・去勢手術代、餌代、動物たちの消耗品代などへの

第一回目 180,000

第二回目 130,000

※主に野良猫対策に係る不妊・去勢手術代で相談者が負担可能な費用以外に適用や仔猫保護に係

る病気・ケガ治療費などに遣わせて頂きました。

基金事務局様へは

 

・ブログ（http://www.nekobu.com/blog/2013/12/post

 

活動継続危機を乗りきる

  

 

支援をいただくための

25 年 11 月 3 日

７匹の仔猫たち

三回目のご

フェリシモ内 

第三回目の動物関連基金

      13,791

     41,694

わんにゃん基金」より 94,515

を頂くことが出来ました。

動物たちの保護と飼い主探し支援活動としての治療費、ワクチン、

不妊・去勢手術代、餌代、動物たちの消耗品代などへの

180,000 円 

130,000 円のご支援をいただきましたが、

不妊・去勢手術代で相談者が負担可能な費用以外に適用や仔猫保護に係

る病気・ケガ治療費などに遣わせて頂きました。

へは、第二回目までの

 

http://www.nekobu.com/blog/2013/12/post

りきる事ができましたこと

 

をいただくためのエントリ

日、市民の日）

たちが新たな

のご支援を頂きました

  

動物関連基金として

13,791 円 

41,694 円 

94,515 円 

を頂くことが出来ました。 

動物たちの保護と飼い主探し支援活動としての治療費、ワクチン、

不妊・去勢手術代、餌代、動物たちの消耗品代などへの支援

円のご支援をいただきましたが、

不妊・去勢手術代で相談者が負担可能な費用以外に適用や仔猫保護に係

る病気・ケガ治療費などに遣わせて頂きました。 

までの収支報告

 

http://www.nekobu.com/blog/2013/12/post

ができましたこと、フェリシモ

 

エントリ-中です

） 

 

11 月

が、

外から

況に

ーナーで

親探

たな家族に迎え入

きました。 

として     

動物たちの保護と飼い主探し支援活動としての治療費、ワクチン、  

支援です。   

円のご支援をいただきましたが、

不妊・去勢手術代で相談者が負担可能な費用以外に適用や仔猫保護に係

収支報告・活動報告書

 

http://www.nekobu.com/blog/2013/12/post

フェリシモ基金事務局様

  

です。 

 

月３日は例年

、今年も穏やかな

から大勢の人々

に終わりました

ーナーで行いました

探しも大勢の

入れていただく

 

 

  座間へ里子に出ました。

    

円のご支援をいただきましたが、 

不妊・去勢手術代で相談者が負担可能な費用以外に適用や仔猫保護に係

活動報告書と合わせて

  

http://www.nekobu.com/blog/2013/12/post-218.html

基金事務局様に

  

例年晴れの特異日

やかな日和の

人々が来場され

わりました。今年は

いました。仔猫

の目に触れ、

ていただく事ができました

座間へ里子に出ました。

不妊・去勢手術代で相談者が負担可能な費用以外に適用や仔猫保護に係

わせて提出させて

218.html）で 

に心よりお礼申

特異日です

の中、市内

され大盛

は、福祉コ

仔猫たちの里

、お蔭さま 

ができました。 

座間へ里子に出ました。    

不妊・去勢手術代で相談者が負担可能な費用以外に適用や仔猫保護に係 

させて 

礼申し



【平成 25 年度収支報告書】 2013（H25 年）4 月 1 日～2014 年（H26 年）3 月 31 日まで  単位：円 

前期より繰越 325,101 備   考 

収 
 

入 

事業収入 868,100 野良猫の給餌者からの不妊・去勢手術代収入 

会費収入 9,000  

寄付収入 546,352 寄附、募金 

バザー収入 95,470 １１月３日 

支援金収入 280,000 フェリシモ基金様より 

受取利息 18  

収 入 合 計 1,798,940  

支 
 

出 

愛護に関する支出 423,428 
犬・猫病気ケガ治療代、ワクチン、フロントライン、 

犬猫管理費（チリ紙、漂白剤、猫一時預り人への活動費、犬猫餌、猫砂、） 

不妊・去勢費 897,161 野良猫の不妊・去勢手術代 

会報発行支出 27,976 活動報告（第１０号）印刷代 

バザｰ経費 16,600 11 月３日市民の日（資機材借り代、手伝費） 

青少年動物愛護育成費 2,640 夏休み中学生受け入れに係るお茶代 

イベント経費 25,340 写真展、コンサート開催に係る経費 

広報費 23,138 （株）タウンニュース社年賀詞、カラーコピー、拡大コピー代 

事務費 16,200 封筒、インクジェット、光沢紙、コピー紙 

交際費 3,426 獣医院へ謝礼（盆・暮れ） ２ヵ所、お見舞、コンサート協力者へ謝礼 

消耗品費 65,060 猫捕獲器（６台） 新規購入（捕獲器作動不良の為） 

交通費 59,444 ガソリン代（猫捕獲～獣医院～元に戻す）、高速代（新飼主へ届け） 

通信費 77,643 はがき代、電話代、携帯電話、宅急便 

水道・光熱費 63,023 電気、ガス、上下水道代 

諸会費 5,000 秦野市民活動団体連絡協議会会費、風間正子と共に歩む報告会 

寄付金支出      9,000 公益財団法人動愛協会へ寄附 

パソコン代 109,680 パソコン XP 故障の為新規購入、パソコン設定費 

資料代 1,120 改正動愛法シンポジュウム資料代 

会議費 600 秦野市立南公民館使用料 

支 出 合 計 1,826,479  

 次期へ繰り越し 297,562  

 

２５年度ご寄付をいただいた皆様  （敬称略） 

フェリシモ基金事務局 阿部公枝 浅川和希 浅野信宏 天野加奈子 井上和彦 井上正代 井上富士代・理恵 今井 岩上和子 岩井  

稲田高明 飯塚淑枝 長川ますみ 小田幸子 小宮幸子 遠藤和子 大野智一・芳恵 沢早苗 栗原洋品店 兼城里香 兼山佳子 金子めぐみ  

片山和美 金川（稲葉）鍛代ゆうこ 川瀬美江 橘川真弓 佐々木宏 酒井みさを 佐藤禮子 清水郷里 鈴木一雄 清田遼子 島喜美子  

須山登美子 髙橋良治 竹内久美 田中礼子 滝道博 玉井絢子 常盤徹 南條恵子 馬場雍 橋本仁香子 畠山雅一朗 波田野 星子真由美 

髙橋洋子 浜田 古井和子 本田満里子 中森学 野中明子 松山勇 松井幸子 牧田ちさと 村上葉究 守屋祥子 持田晶子 森本直子  

山部多喜恵 山元十志子 山口育久子 柳川真由美 吉木美代子  

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。）



♪♪♪幸せ便り♪♪♪ 

町田市 Ｓ・H様より 

ムーンは今年で 16 才になります。お蔭さまで足腰も元気で毛づやも良く 

5・6 才に見られます。でも、目は少しずつ白くなり、体力も落ちて眠っている 

ことが多くなりました。神様から頂いた時間（ムーンとの）、今まで以上に大切 

に過ごして行こうと思っています。生命の美しさと強さを毎日教えてもらって 

いる気がします。 

 

相模原市 H・T 様より 

バロンは 8 歳、紅緒は(推定)7 歳になりました。一般的にはシニアの仲間入り 

ですが、毎日元気に過ごしています。この冬も元気に雪山を歩いて来ました。 

バロンはアレルギーで少し皮膚の調子の悪い箇所もありますが、アレルゲンを 

排除した手作り食に変え、大分、良くなって来ました。 紅緒はまさに健康優良 

児で、本当に手が掛かりません。重度身体障害者さんとのふれあい活動も 

続けております。 

               

秦野市 R・K 様より 

県センターから引き出した時より大きくなりました。 

平成２４年１０月１３日に里子になった、「ライス」と「コッペ」です。  

三毛のコッペは、目ヤニが出ていてなかなか治りにくかったのですが、 

今は きれいに治癒して、先住猫と仲良く遊んでいますよ。 

 

秦野市 I 様より   

神奈川県動物保護センターから引き出した「コンブ」の他に１匹の捨て猫（夏）  

とペットショップの売れ残っていたのを買って保護した柴犬「わかめ」が 

増えて家の中は賑やかです。 

「わかめ」は２階の猫部屋を開け猫餌を食べる事を覚えました。「コンブ」は 

元気盛りの「わかめ」には弱いみたいで固まっています。 

            

秦野市 S 様 

猫ちゃんは梅という名前になりました。梅はすっかり我が家に溶け込み家族の 

一員です！とってもいい子で、トイレもだいぶ覚えてまだまだ小さいのに 

頑張ってくれています！ 体重もしっかり増えてきています！  

 

 

平塚市 Ｗ様 

琥珀・蛍の去勢手術が終わりました。蛍は停留睾丸だったので開腹手術と 

なり、1 泊入院になりました。術後は 2 匹とも元気です。 

先住犬は 3・5ｋｇしかないので猫たちの方が大きくなっています。（蛍はちょっ  

 とぽっちゃりです。） 

（写真左が蛍  右が琥珀） 



 

秦野市 N 様 

ご無沙汰しております。カラスに襲われ重傷を負ったミミも大変甘えん坊で、 

ずーっと家族の後をついてくることが多いです。猫を飼うのは初めての経験 

でしたが、元々猫好きだった娘がとても可愛がっています。体重もグングンと 

増え今では 5.7kg になり、少しダイエットが必要かとも思っています。 

Y 先生が手術をしてくれたお蔭です。大腿骨骨折の影響はまったく感じられず 

元気に走り回っています。 

 

         茅ヶ崎市 S 様               

ご無沙汰しております。 

モモはだいぶ足腰が弱り、目も悪くなってきました。 

でも、私たち二人の事を追いかけて一生懸命歩きます。出来るだけ長生き 

して欲しいと思っています。 

私達が元気でいなければと健康に気をつけています。 

 

 

 

川崎市 T 様 

ご無沙汰しております。この一年の海太のアルバムの中からセレクトしたプリントをお届けします。海太が我が家に来てすこ

ぶる健康です。ボールを追いかけたり、パンチやキックをしたり大型本棚に飛び乗ったりと、運動量には年寄猫に慣れた我

が家はびっくりしています。海太の趣味は窓辺のウオッチング。ベランダ側では、小鳥や花そして、人間観察をしているよう

です。マンションではちょっとしたアイドルです。体重管理の努力をします。 

   

    

 

 

 

 

 

 

黄色いレシートキャンペーン・投函にご協力をお願いいたします 

毎月 11 日の午前 10 時から正午までの間、イオン秦野店にてキャンペーに参加させて頂いております。  

お客様がお買い物清算時に受け取られた黄色いレシートを参加団体のボックス・相模どうぶつ愛護の

会へ投函下さい。 

皆様より投函頂きました黄色いレシートの合計金額１％分に当たる助成金額（贈呈金カード）で                                                          

会に必要不可欠な品物（主に、犬猫の餌、猫砂、ペットシートなど）に替え、ご支援頂いています。 

TNR 活動を行っている会員や飼主が見つからずやむなく多くを保護している活動者に配布させて 

頂いています。 

 

 



 

編集後記 

一年を通して野良猫対策に取り組み、編集を終え

た今日も、野良猫問題の相談は秦野市に限らず

連日です。この問題を根本的に解決するには、 

一体何をどうする事が必要なのかと頭を抱えて

しまいます。「改正動物愛護法」もあまり機能して

いるとは言い難いし、やはり、多くの市民(住民)

が動物に対し、理解と関心を持ち、自分たちの 

問題として、自分たちで解決することが、重要だ

と思います。 

ボランティア活動者だけでは、その対応・解決に 

限度を超えているように思います。 

     某所、みかん山の猫たち 佐藤 桂子 

★市民の方々のご協力を募っています！ 

①猫の捕獲や獣医院までの運搬  

②今お住まいの地域住民にパンフレットを配布して下さる方 

③猫による苦情などがあればお知らせください 

捨てることのない街、糞尿などによる近隣環境の改善には、地域住民の方々のご理解とご協力が 

不可欠です。 

動物の正しい飼い方が定着し、いたわりの心が広まることを願っています。 

皆さまの地域が気持ち良く暮らせる街づくりにご協力よろしくお願いいたします。 

捕 獲 器 貸 し 出 し て い ま す。 

「野良猫対策」への活動は地域住民、自治会などが協力して解決し

てゆかなければ、根本的な正しい猫の飼い方が定着せず、イタチご

っこです。 

捕獲や手術に関しましては、アドバイスや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。          

                                捕獲され手術を待つ猫 

☆無断で他へ貸出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。 

●保護以外の目的で捕獲した場合には、110 番通報します。 

●殺す、傷つける、給餌給水を怠り衰弱させる等の虐待は違反行為で２００万円以下の罰金 

捨てる行為は１００万円以下の罰金に問われる犯罪です。             

 


