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平成28年度の活動内容の報告

皆さまのご理解・ご協力・ご支援を頂き
活動する事ができましたこと、心より御
礼申し上げます。

水害被害に遭われた皆様方が一日でも早
く平穏な生活に戻れるよう、お祈りして
おります。

NO,14号　　平成28年4月～平成29年3月迄

人と動物の環境づくり

通　年
●「飼い主のいない猫対策」を重点に活動いたしました。
※�TNR活動（167頭）猫保護数（28頭）新飼主へ譲渡数（26頭）、残り2頭
は会で保護

月　日 活　動　内　容
●TNR活動に重点をおいた地域

•H28年11月17日 ★猫の正しい飼育、世話の仕方の普及・啓発
•11月25日～12月1日 ＊�秦野市南矢名オレンジヒル自治会役員会において、猫による糞尿などの苦情

対策の説明と回覧のお願い
•3月25日 ●TNR活動（秦野市南矢名オレンジヒル、13匹）及び、猫トイレ設置協力

＊TNR活動報告書作成と回覧
秦野市南矢名オレンジヒル自治会（16組・262世帯）

•12月27日 ●チラシ配布に協力（秦野市曽屋1丁目地域40件個別訪問。）
　ノラ猫対策実施予告として、ノラ猫の状況と苦情の有無を把握
　サポート：平塚保健福祉事務所秦野センター

•H29年1月6日
～3月9日

●�県補助金「飼い主のいない猫対策活動」実施者に対しTNR活動に協力（秦野
市曽谷1丁目19匹）　サポート：平塚保健福祉事務所秦野センター

•H28年4月1日
～　　　　

•H29年3月24日
•3月25日

●はだの市民活動団体連絡協議会支援事業として
•TNR活動（秦野市中曽屋地区18匹）
•�ポスター作成「捨て犬猫は犯罪」に対する・連名と掲示依頼活動（秦野警察署、
県立秦野戸川公園）・秦野市には依頼文書提出。その他の地域含め合計：
18ヵ所・162部配布
•TNR活動報告書作成と回覧（秦野市中曽屋地区42組・200世帯）

●その他の活動
•H28年6月13日

•8月7日

•8月8日
•9月22日
•10月10日
•10月23日
•11月3日

•H29/1月19日

〇福祉講演「感情一人ひとりの命の重さ」秦野市立南中学校
〇�飼育環境改善アドバイス（ポメラニアン2階ベランダ炎天下（環境省：満点
飼主配布）
〇神奈川県動物保護センター見学　（市内・外、中高校生対象）
〇譲渡会（仔猫8匹・平塚市役所）
〇譲渡会（仔猫4匹・茅ヶ崎市役所）
〇動物愛護フェスティバルに参加（綾瀬市文化会館オーエンス）
〇バザー実施
〇伊勢原市地域猫制度創設検討会　　＊相模どうぶつ愛護の会伊勢原設立
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■検討会と伊勢原支部発足について

伊勢原市民有志が「野良猫を減らし隊」を立ち上げ、行政
主導の「伊勢原市地域猫制度創設の要望」の署名2,264
名分を平成28年12月1日に伊勢原市へ提出。
これを受け平成29年1月19日（木）午前10時～正午まで伊
勢原市役所3F第1会議室にて、伊勢原市健康づくり課、平
塚保健福祉事務所秦野センター環境衛生課出席のもと、「伊
勢原市地域猫制度創設」についての説明と相模どうぶつ愛
護の会伊勢原支部発足について話合いが開催されました。

　議　題（抜粋）
〇伊勢原市の今後の取り組みについて
　★�市としての取り組み【動物の適正飼養の普及啓発や伊勢原市役所において犬猫譲渡会の開催の

協力】
〇相模どうぶつ愛護の会の今後の取り組みについて
　★当会の取り組み【野良猫を減らし隊】と合体し、
　★�相模どうぶつ愛護の会伊勢原支部として、「地域猫活動」

に向けた活動趣旨の説明をいたしました。
　★�新組織に当たり、将来的な運営方法、新会員の役割、年度

計画、会計などなど細則の取決めに再三のミーティングを
重ね第一歩を踏み出しました。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

『野良猫』～『地域猫』へ共に取り組んでいきませんか?!

◆「餌を与えないで」「またここに戻すんですか？　お姉さんが引き取ってくれないの」
◆「野良猫の手術をしたいのですが、お金はどうなるのですか？」
◆�「車が無いので」「◆時間が無いので」「◆猫に関わると家族が怒るので」
といった市民からの相談事に、面喰うことも
しばしばです。

◆�農家の畑にトラばさみの罠に挟まれたまま、
引きずって餌場に戻って来た猫。

　（保護動物を虐待すると200万円以下の罰則）
●�反面「不妊去勢手術をしたいが捕まらない。」
「怪我している子が庭に入ってきた。捕まえて
治療してあげたい。」「子猫も一緒に飼ってあげたいが捕まらない」と言った相談もあり、動物に
対する意識の高まりも感じます。

地域で猫を思う人、餌を与えている人、糞尿で困っている人、苦情を言う人、猫が嫌い
な人‥など、みんな地域社会の住民です。野良猫問題の当事者そのものです。命あるも
のと共に暮らすには、住民が課題を共有し、「地域全体の問題」として皆様にご理解を
頂き、賛同していただかなくては何も先にはすすみません。
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※生徒さん一人一人の心に秘めたものがあったようです。職員さんの話を聞いた後、収
容されている地下室での前では、今回見学してくれた生徒さんと、過去に見学してくれ
た生徒さんたちの心の様子が多少違うように感じました。それは、「今は処分されてい
ない」という、職員さんからの説明を聞き安堵感があったからでしょうか。

■神奈川県動物保護センター見学とディスカッションを実施 （平成28年8月8日）

※主に秦野市内・外の中学生・高校生を対象に「他者を思いやる心が育っ
て欲しい。」という願いで開催しております。県の事業概要の説明、施設
内【犬・猫の収容施設、不妊去勢手術室、老犬・猫の傷病処置室、そ
の他、モルモット、カメレオン、小鳥、カメ】の見学と、地下室の犬た
ちの様子の見学は、今は殺処分されていないという職員様の説明も聞い
てはいても、やはり複雑な表情でした。
ふれあい広場では、犬やモルモットとふ
れあえてとっても楽しそうでした。
日頃、ふれあいたくても触れ合えない事
情がある生徒さんや、動物に対峙してみ

て、こんなに可愛いものなんだという思いが湧いたようです。

●最後に思った事、考えた事などを書いてくれました。
※抜粋したものです。
＊�犬や猫の殺処分がゼロになったことや、迷子になった動物を飼主に戻す事業のセンターの歴史を
知りました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

＊�動物保護センターにははじめて来ました。昔は未だ、生きてて良い犬や猫が殺されてしまってい
たと聞いて「何でみたいになりました。」

＊犬や猫の他に、カメレオンもいて、バッタが餌さということで、かなり意外と思った。
＊�今日の体験を周りの人に伝え動物を飼うことの重さを分ってもらえるようにしたい。3年後には
生かす施設に変わるということで、完成したら足を運びたい。

＊�殺処分をゼロにした実態を知ることができた。犬も猫も命あるもの。人と動物がより良い関係に
するには難しいけど、人間が努力しただけ動物には届くと思う。自己中にならない。動物も命・
感情を持っている。

＊�マイクロチップを始めて見た。ペットを飼う時は本当に考えてからにして欲しい。
＊�収容される犬や猫が今は殺処分がなくなり安心したけど、また、増えたり、減ったりすると思う
けど活動頑張って下さい。

＊�いろいろな動物を見せて頂き、嬉しかったです。動物にも命や感情があるのだとあらためて感じま
した。動物たちも人間と同じように安心できる環境と、プリントに書いてある「5つの自由」を求
めている筈だと思います。健康にも気をつけてあげ、無責任な飼主にならないことを約束します。

＊�災害時対策をすべきと思った。また、感染症対策も怠らないようにしようと思った。犬は冷房が
聞いていないところで暮らすのは可哀想と思いました。訓練犬は怖いと思ったけど、「お座り」
をしてくれたのを見ると良い子なんだと思った。モルモットがタンポポの葉を食べて「モグモグ」
する姿が可愛かった。
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■バザー実施報告 平成28年11月3日

　前日の雨も止み、バザー日和となりました。「秦野市市民の日」とあって、秦野市河川敷と運動公
園側に200店舗が出店し、市内・市外からも多くの人々が来場くださり大盛況で終わらせることがで
きました。2匹の猫の新飼主さん募集も実施し飼主さまが決りました。
主に野良猫対策の不妊去勢代、病気・ケガ治療費に大切に遣わせていただいております。

犬虐待事例　市民からの相談に対応 １ 炎天下にポメラニアン

相模原市緑区の住民から近所の犬の飼い方についてメール相談
が入る。
内容：「一戸建ての二階ベランダに、ポメラニアンが炎天下に
出されたままになっている。どうしたら。所有者は、男性60代、
独り暮らし。離婚を機にベランダへ出すようになった」と。小
さな命が猛暑の中、短時間でも命は危険。即、飼い主さんに
改善してもらおうと現地へ駆けつけたが留守。通報者宅も留守。
環境省の「無責任飼主ゼロをめざして」のパンフレットと、「涼

しい室内へ移動して欲しい旨」の走り書きをポスティングした。その日の夕方、通報者から明るい声で、
「ベランダに犬が居なくなっていて１階のリビングと思うが、その辺で鳴く声がする。一先ず、様子を
みてみます。」と。その後は、通報者から連絡が無いので、飼い方は改善がされたのでしょう。

２�ボーダーコリーをバリケンに閉じ込め
運動量を必要とするこの犬種をこの状態では炎天下もさることなが
ら、身動きがとれないので庭に出してあげて欲しいと住民がお願さ
れた。「家には家のやり方がある」と真っ向から否定されていた飼主
さんでしたが、ある日突然、飼い方が改善された事例。

３�雑種犬狭いスペースに入れっぱなし
この狭い囲いから出された事の無い雑種犬。今年もまた、相
談を受けました。長い鎖で自由にしてあげて欲しい。環境省
の「無責飼主０を目指せ」のパンフレットと一緒に、改善の
お願い文をポスティングいたしました。それでも改善されな
いため、近隣がフードを運び、糞のお掃除をされています。

誠にありがとうございました。
〇バザー売り上げ　62,687円　
〇募金　50,800円　  
〇寄附　32,000円
▽テント代及び資機材借り代　9,700円
　純収益　145,487円　となりました。
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摘　　　　　　要 金　　額 備　　　　　考
前期より繰越 152,319

収
　
　
　
　
　
　
入

事業収入 479,712� 猫給餌者からの不妊去勢代
バザー売上金 62,687
寄付・募金収入 723,510
支援金 396,226 ㈱フェリシモ基金様、はだの市民活動サポート事業
受取利息・その他 ������36
収　入　合　計 1,662,171

支
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
出

愛護に関する支出 630,722 病気・ケガ、フロントライン、血液検査
不妊・去勢手術費 744,279 野良猫不妊去勢代
会報発行支出 ��37,800�� 平成28年度活動報告印刷代
活動費 ��18,000 活動者へ
青少年動物愛護育成費 ������876 神奈川県動物保護センター見学（飲料水）
広報費 ��112,318 パソコン管理
事務用消耗品費 ���16,583��� インク、コピー用紙、コンビニコピー印刷代
消耗品費 ���60,252 猫ケージサークル、捕獲器3台　レーザーポイント
交通費 ���38,916�� 猫搬送高速代、ガソリン代
バザー経費 ���12,179 テント代及び資機材借代
諸会費 1,000 秦野市市民活動団体連絡協議会会費（H28年度分）
交際費 3,084 獣医師謝礼2件　
寄附支出 15,432 ねこだすけ、動物愛護フェスティバル実行委員会
雑費 1,520 捕獲器修理代
支　出　合　計 1,692,961

次期へ繰越金 121,529

【平成28年度収支報告書】　（2016年4月1日～2017年3月31日）　　　　　　　　　　単位：円

ご寄附をいただいた皆さま （敬称略・順不同）

㈱フェリシモ基金事務局　大和倉庫�大野智一　飯田理香　スギザキナオコ　間部祐子　持田晶子　
都谷森真樹　太田志信�鍛代優子�コウノトモコ��ハタケヤママサイチロウ��山元十志子��小玉江美　小沢　
山本裕子　高梨　猪股　岩上和子　竹内久美　鹿島美佐　平田明子　熊切　小田幸子　高橋雅美　
福嶋　藤木直美　森下芳一　塚本みゆき　斉藤久美子　山口育久子　馬場雍　井上　山部春江　
松山勇　秋山　岡田　岩田幸恵　　野中明子　中村一男　清田遼子　田沢あけみ　大津　石井　

髙橋和枝　柳川真由美　海老名市役所匿名
　
ご寄附を頂いた方々、募金をしていただきました方々に、心よりお礼を申し上げます。
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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♪♪　幸せ便り　♪♪

横浜市　I様
空・レオが我が家に来て1年が過ぎました。
空も床やひんやりステンレスの棚の上で寝そ
べっています。あまりの暑さにエアコンかけて
いたら空がお腹を冷やし下痢と嘔吐をしてしま
いました。レオは、自分から自分のベットに行
き寝ています。ごみ箱を倒されたり各部屋を散
らかしたりやりたい放題で怒るとレオは直ぐに

自分のベッドに行きます。そんな繰り返しで夜レオだけ猫ハウスで寝るようになりまし
た。レオや空に「寝るよ。」と声を掛けますが、空だけが後から追いかけるようについ
てきますがレオは来てくれません。最近では、庭に2匹の野良猫が来て縁台に上り窓越
しで、レオか空が縄張り争いをして怒るように鳴きます。しばらくすると野良猫が諦め
るのかどこかに行ってしまいます。毎日がこんな感じで猫と暮らしています。

川崎市　M様
お譲りいただいた直後はとてもお
となしい性格でしたが、現在はとっ
てもやんちゃです。以前のように
いったん、隠れるものの、だっこ
されれば爪もたてずにおとなしく、
だっこされる良い子です。自宅で
自営業をしているので、朝、自宅

から店舗へのトビラを開けるとまっさきに、店舗と棟続きの自宅を時間をかけてパトー
ルするのがドレミちゃんの日課です。

相模原市　F様
ご連絡が遅くなりましたが、10月11日にチャチャとマールの去
勢手術が終わりました。
経過も大丈夫そうです。気のせいか、前より活発になったような
⁉無事に終わって、ホッとしてす。我が家のにゃんにゃん達は、
半年が過ぎ段々と本性?が出てきたのか、めちゃくちゃいたずらで
す。スニーカーをリビングに持ってきて遊んでいたり、びっくり
する事をやりますが、よく食べ、めちゃくちゃ遊び、のびのび寝

ています。反面、チャチャとマールは良く風邪をひいてしまいます。順調に体重も増え
ました。
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秦野市　T様
昨年初夏にルンを引き取りました秦野のTでございます。
生後9ヶ月過ぎましたので、昨日去勢手術をいたしました事、
ご報告いたします。
手術領収書を貼付いたしますので、ご確認願います。
ルンは体重も2.8キロになり、あっという間に大きくなりまし
た。
もう子猫というより、立派な猫となりました!
積極的な性格が家族を明るくし、時にはイタズラに驚き格闘!?

する事もあるくらいです。
ワンコとは少しづつですが、近寄れる存在になってきています。寄り添って眠るという
ことはありませんが…。これからも4人で楽しくやっていきます。

厚木市　I様
うちに来てから1年経ちましたが、大きな病気もせず、み
んなとても元気に暮らしています。避妊手術後の経過も順
調で、4匹も相変わらずとても元気です。黒の兄弟猫は、
肩や背中に乗るのが大好きで歯磨きをしているとすごい勢
いで飛び乗ってきます。特に茶トラの「とろ」は家中付い
て回っては「チャーハーン」「ほかー!」と鳴きます。夫の
膝にちょこんとお座りしたり、娘のおままごと相手になっ
たり、まるで本当の子供のようです。エビフライのぬいぐ

るみがお気に入りで、投げると咥えて持って来る、犬みたいな猫ちゃんです。黒猫の「う
に」は、5歳になった娘ととても仲良しです。幼稚園から帰ると玄関までお迎えに来て
くれて、娘にすり寄っていくほどです。窓から鳥を眺めるのが好きで、よくスズメやキ
ジバトに話しかけています。三毛キジの「むぎ」は茶トラのとろが大好きなようで、寝
るときは必ず一緒に寄り添っています。うちで一番食事が好きで、ご飯食べる?と聞く
と「みゃーん」と上手にお返事してくれる愛らしい子です。

真鶴市　A様
本日、無事に去勢手術が終わりました。
ムッタは2.9キロになり、順調に大きくなっています!
相変わらずビビりちゃんで、私たち夫婦以外の人が来ると逃げ
て隠れてしまいますが、私たちの後をついて回る甘えん坊君で、
溺愛してます（笑）
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相模原市　K様
「なつ」は、なかなか大きくならず、ワクチン接種後は、
風邪の症状がひどくなり目が腫れてしまって、目薬の
毎日だったりと可哀想な思いをさせてしまいました。
体重の増え方も少なく餌を変えてみたり、猫用ミルク
を与えたりと試行錯誤しました。
同じ月齢の相方の成長が早すぎる為によりいっそう小
さくみえてしまって（笑）
現在もとてもきゃしゃで�体重も2キロをやっと超え
た所です。

そろそろ、避妊手術かなって感じです。あまりにも小さいので�なかなか実行出来なかっ
たのですが、来年早々に予定しております。大きな相方にも負けず劣らず、食欲もあり、
元気いっぱい遊んでおります。

綾瀬市　H様
先日10/7に、「もも」と「さくら」の避妊手術を
致しました。
以前（20年以上前）の避妊手術とは異なり、術後
当日退院、カラーを着けない事
にビックリしましたが傷口も綺麗で何事も無く無事
抜糸も終わりました。
お家に来てまだ4か月ですが、こんなに大きくなり
ました。

姉妹はどこへ行くのも、寝るのもいつも一緒でとっても仲良しです。
最近私のお布団で一緒に寝てくれるようになり今年からは湯たんぽは必要ないみたいです。

足柄下郡　I様
昨年は、「ラッキー」と「かい」がお世話になりました。
12月半ばくらいから2匹とも小屋からでて、お部屋の中
を走り回ってます。
ラッキーはいまだに触らせてくれませんが、おいでと呼ぶ
と来るようにはなりました。そして、私達が出掛けるとき
チュールを持つと、お留守番を覚え自分達で小屋に戻るよ
うになりました。
まだまだ、なつくには時間がかかるかもしれませんが、見
守っていきます。2匹がきて、我が家も明るくなりました

☆�ありがとうございました�m（_�_）m
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平塚市　K様
15才、美人の豆姫、いつまでも長生き
して欲しい!・・・
ペットショップで7年間も不衛生で暗く
狭いケージに入れられっぱなしだったこ
とを考えると、その苦労した月日を取り
戻してあげたい気持ちで一杯です。

東京都　O様
ご無沙汰しております。
いつも小さな命を救う活動をありがとうございます。バザー品を
送付させて頂きます。
お役に立てれば幸いです。我が家の愛犬ミニーも老犬になりまし
たが、とっても元気に
しています。

横浜市　T様
ベンツが我が家に来て、本日でちょうど一年が経過いたし
ました。�あっという間一年という感じです。相変わらず我
が家のアイドルとして大人気です。本人?も更に家族に溶け
込み、元々親が飼っているミニュチアダックスとも大変仲
良く遊んでおります。�
前回佐藤様に血液検査の結果をお伝えした時、様子見とい
うことをお伝えしましたが、その後は病気・怪我・体調不
良も全くなく元気すぎる感じですが、一応ペット保険にも
加入いたしました。�サマーカット（丸坊主）はしばらくお

休みですが、暖かくなってきたらカットをしようと思っています。またその頃に連絡を
したいと思います。
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相模原市　T様
腫瘍の部分は癌ではなく、肝臓紫斑病　結節性
過形成、他の部分にできて
いたのも結節性過形成だそうです。肝臓で作り
出された血液が何らかの原因で血栓になり大き
な塊になったようです。高齢になってくると珍
しいものではなく、良性のものだそうです。

ただかなり大きかったので、肝臓の働きの邪魔はしてしまっていて、放っておくと破裂
の可能性があるので、やはり手術して正解でした。手術前に時々あった吐き気もなくな
り、便の状態も良くなりました。食欲もあり、日に日に回復しています。ただ、肝臓紫
斑病は歯石からの細菌感染が原因になるので、落ち着いたら歯石除去をしようと思いま
す。

横浜市　Y様
10年間、特に病気らしい症状は出なかった
のですが先月に右前脚のつけ根後部に脂肪腫
を切除いたしました。悪性ではありませんで
したが術後に水抜きをしております。
しかしながら至って元気であります。
ご活動の様子は時々拝見しておりますが本当
に大変な事と思います。
お体をお大事に。

海老名市　X様
福ちゃんの不妊手術をして、今朝退院しました。
病院に一泊し、福ちゃんのいない事が寂しい一日でした。
猫なのに、お風呂場（水?）に興味をもち、良くお話する子に
成長しています
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★新飼主様より
「窓際のフカフカのお座布団に寝っ転び、赤く実った南天に小鳥たちの動きを興味深く
眺めながら、静かな日々を送っています。」とのお便りをいただきました。

■高齢猫「たまちゃん」に嬉しいプレゼント！

某地、独居高齢者が1匹の猫から10
匹以上に増やし、環境汚染も深刻に
なることから、TNR活動中に遭遇し
た三毛猫「タマちゃん」。事故で骨折
したのではと、近隣の方がテープを
巻いて下さったようです。獣医さんの
所見では、右前脚は大きく膨れ上がっ
たのはテープを強く巻き過ぎたため、
うっ血しているとの所見でした。レン
トゲンの結果、骨折はしておらず、ケ
ンカで傷ついたのか?痛さから長年
脚を曲げて歩いたため関節が曲って

しまったようです。
とっても気立てが良く、誰にもお腹を見せる愛らしい仕草をする子です。年齢も7才という事や、脚
は曲がっており、新しい飼主さんを見つけるのは100%無理と諦めておりました。
ところが、12月24日。以前、飼主になって下さったN様より、「ブログを見て気になっているの
ですが、良い子のようなので、飼ってあげたい。」という嬉しいメールをいただきました。まさに、
タマちゃんにも思がけないクリスマスプレゼントでした。私たちも大喜び！12月26日、お届した
お宅でも、相変わらぬ愛嬌振りで、お腹を見せアピールをしておりました。

幸せにしてあげられる命はほんの一握りです。N様、本当に有難うございます。

猫は生後５か月くらい
から、一年に３～４回。

妊娠期間は約2ヶ月、
一回の出産で平均５
匹の仔猫を生みます。
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【のら猫にエサを与えている方へ】
猫が食事を終えたら、直ぐに片づけてください。

餌を置いたまま放置しますと、近隣地域から新たな猫を集めてしまいます。
そして重要な事は猫トイレ設置も不可欠です。

不妊去勢手術実施後、某地域に設置した猫トイレの一例です。

家の周囲に畑が隣接する場合は、広めのトイレ（左写真）が効果的です。
庭などに良く糞をされる土をプランターなどの上に置きマタタビを

その上にまいてあげると、そこで、トイレをしてくれます。
ニオイが気になる時は、EM菌を噴霧するといいです。

【のら猫】～【地域猫】に！
★TNR活動を行いながら、地域住民や自治会などへアプローチをしております。

★不妊・去勢手術で「猫の数を減らすこと」だけが目的ではなく、
「人と猫のより良い関係をめざすため」のTNR活動を進めています。

相模どうぶつ愛護の会
257-0003　秦野市南矢名1130-102

Tel/Fax：0463-76-0015
Http://sagamidoubutsu.web.fc2.com
Eメール�：animal@tbn.t-com.ne.jｐ

編集：佐藤桂子（神奈川県動物愛護推進員）


