
活動趣旨　�相模どうぶつ愛護の会は、秦野市を拠点に、小さな命を尊重し、人と動物がより良
い環境で暮らせるやさしい街を目指して活動しています。�

活動内容　・「ＴＮＲ」支援活動　＝野良猫を捕まえ、手術を施し、元にもどす活動
　　　　　・普及啓発事業　�����動物の適正飼養、不妊去勢手術の必要性、名札装着の必要性
　　　　　・動物の保護と里親探し　　
　　　　　・ボランティア受け入れ事業　神奈川県動物保護センターの見学会や意見交換会
　　　　　・行政機関へ意見要望
　　　　　・その他、相談への対応、イベントなど

子猫の保護依頼が多い一年間でした。
不妊・去勢手術は必ず受けさせていただきたいと思います。

皆様のご協力・ご支援のお蔭をもちまして活動できましたこと
心よりお礼申し上げます。

NO,12号　　　　　平成26年４月～27年３月迄

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

人と動物の環境づくり

http://sagamidoubutsu.web.fc2.com/　�Eメール：animal@tbn.t-com.ne.jp
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■野良猫対策　（通年）
1　不妊去勢手術支援事業（196匹）
2　保護数（54頭）
3　譲渡（46頭）
4　普及・啓発文入り配布物、約2,200部

※その他老犬2頭　老猫1頭を譲渡
　（神奈川県動物保護センターより）

〇猫飼育事情
平成26年2月の大雪の影響か出産がずれ込み、5月に入って猫捕獲・仔猫引き取りの相談が殺
到しました。
以下は当会で関わった事案の一部です。
●�「自宅玄関の壁をぶち抜き、飼猫も野良猫も出入り自由にしている。出産を繰り返し50匹
に増えてしまい、近隣から苦情が来てしまった」
●�「アパートの一室で野良猫に餌づけしていたら、7匹生まれてしまった。里親が見つからず、
ストレスで血圧が高くなった。引き取ってもらえなければ、全頭外に出す」
●「県営住宅で壁をぶち抜き、猫たちを出入り自由にしている。飼育禁止ですが・・・」
●�過去にも要生活支援者がアパートで猫を20匹に増やし、大家さんから立ち退き命令があっ
た際、会が13匹を引き取った経緯がありましたが、その後、貸家に引っ越し、再び15匹に
増やし更に仔猫も産まれている状況。

地域で野良猫の数が増えてしまった結果
＊庭でフンをされる。
＊自動車を傷つけられた。　　　　　���������⇒住民が不満を持ち、苦情につながる
＊花壇や耕した畑を荒らす。

餌やりさんへお願い
＊餌は置きっぱなしにしない
＊餌場は人通りの少ないところに設ける
＊糞尿やゴミの清掃をする
＊猫の健康管理をし、不快感をなくす
＊オスもメスも不妊去勢手術をする

������������������

⇒

以上を徹底し、地域住民にこれ以上野良猫が増えないように適切に管理するための活動であ
ることを理解してもらうように努める。

活　動　報　告
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●�猫で困った問題が起きている時は、皆さまのご意見をもと
に、話し合いをいたします。
●�野良猫減らし活動のための給餌者にもご理解とご協力をお
願い致します。

1　野良猫被害防止のご相談を受けます。

2　野良猫減らし対策の話合いを開催します。

3　パンフレット・チラシなどを作成します。

　
■猫の不妊・去勢手術の助成制度があります。
秦野市には、「飼い主のいない猫不妊・去勢手術」の助成制度があり、1年に1人5匹まで申請
できます。不妊手術(メス)4,000円去勢手術(オス)�3,000円が助成さ
れ、差額は個人の負担になります。
窓口：秦野市健康づくり課へご相談下さい。

※当会が市民の方から不妊去勢手術の相談を受け実施する場合は、オス
は右耳先を、メスは左耳先をカットし、手術が終わった目印としてい
ます。
耳先カットをする事で不要な再捕獲や麻酔のリスクが無くなります。

■捕まり難い猫の為に捕獲器貸し出しています。
不妊去勢手術をしたいが捕まらない、飼い猫が外に逃げてしまったなどの場合に必ず当会が現
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は110
番通報します。虐待は違反行為で200万円以下の罰金に問われる犯罪です。

家庭動物等の飼養及び保管に関する基準　に飼い主のいない猫に関する以下の項目が追加されま
した。
第5　猫の飼養及び保管に関する基準（抜粋）
6．飼い主のいない猫を管理する場合には、不妊去勢手術を施して周辺地域の住民の合意の下に、
給餌及び給水、排せつ物の適正な処理等を行う地域猫対策など、周辺の生活環境及び引き取り数
の削減に配慮した管理を実施するよう努めること。　　

上記のように『地域猫』　活動を推奨する方針が明記されました。
環境省のガイドラインで『地域猫』とは『地域住民の理解と協力を得て、認知されている特定の
飼い主のいない猫』とされ、その地域にあった方法でエサや糞尿の管理、不妊化手術の徹底、周
辺環境の美化など適性に管理し、数を増やさず一代限りの生を全うさせる猫のことです。

平成25年9月の動物愛護法の一部改正で、次の事項が追加されました。
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■普及・啓発事業
●里親会開催　　（毎月第2日曜日13時~16時まで）　秦野市立本町公民館にて

保護された犬や猫の新しい飼い主を探すと同時に、
犬や猫を正しく飼うための普及・啓発事業として、
不妊・去勢手術の必要性を訴えました。
「手術さえしておけばこんなことにならないのに！」
とおっしゃった方。ご自分でも猫や犬を保護し、不
妊去勢手術を受けさせ既に何匹も飼っておられる方
も少なくありません。農家の方からは、「畑に穴を掘

り残飯を捨てている。その餌を求めて野良猫が集まり始め子を産んでしまった。誰の責任になる
の？」という質問。また「あっ、猫だ！」と、走り寄りケージの中の仔猫と遊んでくれた子どもさ
んたちの心はとても純粋です。

※お知らせ　里親会は中止になりました。
毎月一回、里親会と適正飼養普及啓発を続けさせていただいておりましたが、「市民の中には、
犬猫が嫌いな人もいるので、ここでの里親会は困る。」との本町公民館新館長のお考えで平成27
年5月から、この場所では開催できなくなりました。

●講演会開催　「総合的学習の時間」（平成26年5月12日秦野市立南が丘中学校にて）
全校生徒を対象に総合学習の一環として、（公財）神奈川県動物愛護協会の山田佐代子氏を講師
にお招きし、「動物との関わり方」の講演を行いました。

◆人と動物の歴史
◆現代の日本と世界のペット事情
◆�ペットビジネスが盛んになるに従い、動物愛
護法の見直しが進められていること

◆�犬の殺処分は減っているが、猫の殺処分は
減っていないこと

◆�猫は多産な動物でノラ猫が増えている。その
防止には、不妊去勢手術を施すしかないこと

◆動物にも喜怒哀楽の感情があり「5つの自由」を基本に飼ってあげて欲しいこと　
などを生徒さんに伝えました。

※生徒さんたちが興味を持った内容や感想など
（興味を持った事）
・犬猫の殺処分の話　・身近な動物の飼育数ランキング　・人と犬の関係が1万2000年前から
あったこと　・江戸時代穀物を守るために猫が飼われていた　・しぐさから分る犬猫の感情　・
外国のペットショップの売り方について・不妊去勢手術することで刷処分が減らせること

（感想）
＊動物の事を知らないで飼う事は動物が可哀想だということが分かった。　
＊5つの自由を守って愛情を注いであげたい。
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＊犬と猫の種類に大きな違いがあることを知った。　＊改めて動物を大切にしようと思った。　
＊猫が増えるのは出産が年に2回～4回あるからだと分かった。　
＊動物は私達人間と同じで、地球の宝だと思った。　
＊時代や国によって飼うものの種類の変わり方が人間の生活と深い係わりがあることを知った。
＊国・時代によって動物に酷い扱いをしている事もあると聞いて胸が締め付けられた。
＊最後まで責任を持って飼う事の大変さを知った。　　　
＊野良猫が家の周りにたくさんいるので気にしてみようと思った。　
＊仔猫が生まれることは可愛いと思ったが、飼う人が居なければ処分されてしまうとわかった。
＊�猫が一年で何匹も子どもを生む、秦野市では野良猫は5匹まで手術代を補助してくれることを知った。
＊犬も猫も人間も世界に一つしかない大切な命、保護センターへ行ってみようと思う。

◇最後に生徒代表から、�
1万2000年前から犬が飼われていた事、犬には300種類もいる事、戦争中には犬が使われた事
をはじめて知りました。
野良猫に関しては、自分の家は不妊手術しているからいいという考えではなく、一人一人が関わっ
てゆかなければいけないという事が分りました。ありがとうございました。」との感想とお礼の
言葉をくれました。

●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26年7月28日）
～�動物愛護精神と思いやりの心の育成事業�～

秦野市民活動団体連絡協議会主催
オリエンテーションで当会活動に
8名が参加してくれました。その
他、生徒さん以外に、当会の活動
に研修下さった小田原市I先生と、
秦野市民活動サポートセンターの
職員様が参加して下さいました。

　
★生徒さんの感想　
＊�自分の家でも猫を飼っているから猫の殺処分数がとても多いので、絶対減って欲しいと思った。
興味本位とか可愛いとかで飼わないで欲しい。猫は沢山赤ちゃんを産むので捨ててしまう人が
多いのだろう。見学して良かった。
＊�人間の勝手で動物たちがひどい目にあうのはひどいと思った。ぼくの家はシーズーを飼ってい
るオリの中に入れられた犬たちがすごくかわいそうだった。あと、最後のふれあい広場はすご
く楽しかった。
＊�私は捨てられてしまった犬や猫やたくさんの動物がいる事を聞くと本当に人はどうして大切な
命を捨ててしまうのか、人をたよりにしている小さな命をほったらかししてしまう人がゆるせ
ません。動物が負ったキズや心の痛みを軽くしてあげられるような人間になりたいです。動物
を飼うときはルールを守って育てないとダメだし、ちゃんと覚悟が必要。将来は獣医さんなど、
動物関係のお仕事につきたいと思って頑張っています。
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＊�ペットショップで犬や猫を買った人を身の周りに良く見かけますが、もっと考えた方が良いの
だという事を今回のお話で実感しました。犬や猫をただ飼うのではなく「一つの命」を飼うと
いう責任を感じます。
＊�施設にいる動物たちがみんな少しでも幸せを取り戻してくれるよう、病気のこと、飼い方、し
つけなどをちゃんと学んでいきたいです。
＊�私の家はマンションなので、引き取ることができないのですが、すこしでも出来る事があれば
やりたいです。

●バザー実施・適正飼養普及活動　（平成26年11月3日　秦野市「市民の日」）
秦野市運動公園にて恒例のバザーと共に、仔猫たちの里親探しも行ないましたが、里親さんは決
定しませんでした。普及・啓発文入りティッシュは1,000部を完配布。貴重なバザー品のご提
供いただきました皆様、会場へお越し下さった里親様、ご寄
附・募金をいただきました皆様、誠にありがとうございまし
た。厚く御礼を申し上げます。
◎売り上げ報告です。
　バザー売り上げ額� 98,950円
　ご寄附（募金）� 61,781円� �計160,731円
　テント代・机３台借代8,800円を差し引き
純収益　151,931円となりました。

※�毎年秋に動物愛護週間にちなみ、動物フェスティバルが行われますが、今年は平成27年11
月３日に秦野市で開催されます。
　県・県獣医師会、開催自治体主催の詳細はブログ等で追ってお知らせいたします。　
　秦野市施政「市民の日」60周年記念でもあります。

●小さな命の写真展を開催　　（平成27年3月９日～１４日）　　秦野市立本町公民館にて

「小さな命の写真展」は児童文学作家の今西乃子様と特定非営利活動法人動物愛護社会化推進協
会様が、人間に放棄され殺処分される犬・猫達の現状を皆様に知っていただき、動物福祉のみな
らず、人としての幸せの在り方、命の尊さについて考えて欲しいとの思いから作成された写真と
書籍をお借りして開催いたしました。
同時に当会で関わった１０００頭余りの一部ですが、いずれも過酷な環境から保護され、心ある
方に家族の一員として迎えられ幸せを掴む事ができた犬猫たちの写真を展示させて頂きました。
命を捨てるのも人間、救うのも人間です。今後も多くの方が保護犬や保護猫に目を向け、行き場
の無くなった動物たちに救いの手を差し伸べて頂ければ幸いです。
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●秦野市広報に掲載されました。　（平成26年9月1日号）

神奈川県動物保護センターにおいて、犬殺処分「ゼロ」になった事を受け、当会も神奈川県黒岩
知事より感謝状をいただきました。
今後も命を尊び、互いを思いやる心を広く市民に普及して参りたいと思います。
そして、各自治体が進める犬猫の殺処分「真のゼロ」に向けた協力をし、動物収容施設は辛く悲
しいイメージではなく、�明るく楽しめる場所に変わってゆくことを願っています。

〇許せない動物遺棄行為
平成26年9月21日、「犬の散歩中に自動販売機の中から猫の
鳴き声がするが…」という通報を受けました。
早速現地へ駆けつけ、自動販売機の周りや下などを探した結
果、自動販売機の横(赤丸)に丸型蛍光灯が1本入る薄い箱の
中に生後5日位のへその緒が着いたままの目も開かない仔猫
が4匹が入れられていました。
残念な事に2匹は既に冷たくなっており、後の2匹は低体温だっ
たため、即入院させました。
退院後は当会にて先住の犬や猫に囲まれ元気で物怖じしない
仔に育ちましたが、なかなか貰い手は見つからずにおりました。
その間、当会へ研修に来られた小田原市小学校のＩ先生がこの
仔達の事を心配して下さり、血液検査で猫エイズに罹っている
ことが判ったにもかかわらず、里親になって下さいました。

〇感謝状をいただきました。

「まこちゃん」「かこちゃん」と命名されました。
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■神奈川県動物保護センターよりお知らせ

収容された犬と猫の殺処分がゼロになりました。

神奈川県では、動物保護センターに収容された犬の殺処分が平成25年度にゼロになったことを
受け、昨年5月に犬の殺処分ゼロ継続を宣言し、ボランティアの皆さんと協働し、取組みを進め
てきました。
この結果、平成26年度も、同センターに収容された犬の殺処分ゼロを継続することができ、さ
らに、同センターに収容された猫についても、初めて殺処分がゼロとなりました。今後も、引き
続き犬や猫の殺処分ゼロを目指し、収容数の減少、譲渡及び返還の推進に取り組んでまいります。
また、神奈川県では、道路などの公共の場所で、病気になっていたり、交通事故などでケガをし
ている猫については、その収容や治療などを（公社）神奈川県獣医師会に委託しています。この
うち、瀕死の状態で治癒が望めない猫などについては、やむを得ず安楽死処置をしています。（平
成26年度に安楽死処置した猫103匹）

県民の皆さんへのお願い

～ボランティアから猫をもらってくださる方を募集しています！～ (抜粋)
１．家族の一員となった犬や猫を、最後まで飼ってください。
２．�犬や猫には、飼い主がわかるよう、迷子札やマイクロチップなどをつけてください。なお、
犬に鑑札をつけることは、法律で義務づけられています。

３．犬や猫を飼う場合、ボランティアから譲ってもらうことも考えてください。

猫の殺処分をゼロにするために猫については、犬のようにつないで飼う義務がないため、外で自
由に飼うことができます。外で飼われている猫や、いわゆる野良猫は、屋外で子猫を産み、育て
ないことも多いため、「離乳前の子猫」が数多く動物保護センターに収容されます。
こうした状況の中、猫の殺処分をゼロとするため、ボランティアの皆さんが「離乳前の子猫」を
引き取り、新たな飼い主に譲渡する活動を懸命に進めています。

●猫は、避妊・去勢手術をして、家の中で飼ってください。
●野良猫に餌を与える場合は、食べ残しやトイレの後始末を行い、避妊・去勢手術をしましょう。
●子猫の飼い主になっていただけませんか。
　離乳前の子猫を引き取り、最後まで飼っていただける方を募集しています。
　（※ボランティアから譲ってもらう際には、審査があります。）
　�離乳前の子猫を育てる方法（数時間おきの哺乳、排尿等のケアなど）については、経験豊富
なボランティアが説明します。
　（※離乳前の子猫は、社会生活に順応しやすくするために、2匹以上の譲渡となります。）

※申し込み、お問い合わせは、県動物保護センター（電話0463-58-3411）にご連絡ください。
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速　報

神奈川県動物保護センター建て替え「生かす」施設に　（平成27年6月17日付け　神奈川新聞より）

県は本年度、老朽化した動物保護センター（平塚市土屋）の建て替えに着手する。
収容動物を「生かすための施設」と明確に位置づけ、殺処分室を廃止するほか、動物のストレス
軽減や病気予防目的に個室化も進める。
動物愛護の拠点として2018年度末の完成を目指す。　
本館や周辺の整備費は総額約14億円の見通し。
本年度の一般会計6月補正予算案には、本館の調査設計費950万円を計上した。

同センターは、横浜、川崎、横須賀の3市以外から動物が持ち込まれ、14年度に犬・猫殺処分
ゼロ（犬は2年連続）を達成した。
ボランティア団体との協力で収容動物の譲渡が進んだことが要因だが、建て替えによりセンターの
収容環境をさらに改善し、より健康な状態にして新たな飼い主がみつかりやすくするのが目的だ。
�
現在の本館は地上1階、地下1階建て（延べ床面積約2200平方メートル）で、1971年度に建
てられた。
新たな本館の建物規模や内容は本年度中にまとめるが、
���▽殺処分室と焼却炉の廃止▽収容する動物の個室化
　▽ドッグランの整備
���▽譲渡ボランティアなどが使えるスペースの設置��−などを想定。
�　
病気などでやむを得ず注射による殺処分を行う場合は専門業者に焼却を委託し、骨は戻してもらう。
また、県は幅広く寄付を募りながら整備費の確保を進めたい考え。
「殺処分ゼロ」や動物愛護への理解を広げていく機会としても捉え、寄付を積み立てる基金を創設。
目標額を11億円とし、18年度までの調達を目指す。

一方、同センターは本年度から、新たな飼い主の連
絡先を登録したマイクロチップを動物の皮下に埋め
込んでから、引き渡す取り組みも始める。
迷い犬になってセンターに収容されても、飼い主の
元に戻せるようにするためで、同補正予算案に228
万円を計上した。
ペットショップにもペット購入者へのマイクロチッ
プ装着の啓発活動に協力を求めていくという。

動物を捨てない　　逃がさない　ふやさない　　飼ったら最後まで責任をもって飼う

（イラスト：他団体様のものをお借りしたものです）
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摘　　　　　　要 金　　額 備　　　　　考
前期より繰越 297,562

収
　
　
　
　
　
　
入

事業収入 722,300 猫給餌者からの不妊去勢代
バザー売上金 113,088 バザー当日・前・後に売上げた額
会費収入 3,000
寄付・募金収入 814,937
支援金 160,000 フェリシモ基金様より
受取利息・その他 73
収入合計 1,813,398

支
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
出

愛護に関する支出 621,309 病気・ケガ治療、フロントライン、血液検査、犬猫餌
不妊・去勢費 986,993 野良猫不妊去勢代
会報発行支出 38,627 平成26年度活動報告印刷代
活動費 30,000 3名分
バザー経費 8,800 テント資機材借料
青少年動物愛護育成費 2,148 神奈川県動物保護センター見学
イベント経費 34,432 講演会謝礼、写真展、配布用ティッシュ、資料印刷代
広報費 125,350 パソコンソフト(t-com)、パソコン管理代、修理代
事務用消耗品費 39,547 インクジェット、宛名ラベル
消耗品費 5,717 イーゼル、透明ビニル、デスク、洗濯ネット
会議費 1,080 公民館使用料
交通費 45,761� ガソリン代、高速代
通信費 86,451 電話代、郵送代
水道光熱費 40,894 電気、ガス、上下水道費
諸会費 1,000 秦野市民活動団体連絡協議会会費
支　出　合　計 2,068,109

次期へ繰越金 42,851

【平成26年度収支報告書】　（2014年4月1日～2015年3月31日）　　　　　　　　　　単位：円

ご寄付をいただいた皆様
フェリシモ基金事務局　麗美の会　みかん動物病院　大和倉庫（株）　飯田光江　井上貴子　岩上和子　岩
瀬広美　岡野政宏　小澤　内田・中山・大塚　奥松伯子　遠藤真一　大野智一　兼山佳子　川口　川瀬美江　
久保田正子　小宮幸子　近藤たけ　清水郷里　島喜美子　鈴木一雄　鈴野　竹内久美　谷屋彰　谷内政子　
出口睦美　中村愛子　新倉麻衣子　平原清子　松山勇�佐藤禮子�広瀬信子　広田　馬場園香　馬場雍　野中
明子　古井和子　永井文子　松井幸子　村上葉究　持田晶子　山元十志子　石垣�吉井早苗　遊座洋子　吉木
美代子　吉木千枝子　　渡辺央子　渡辺　米澤　石田　岡野　山田美穂　山田　鳥畑　クロマツ　志村�鈴木　
山本　露出　板垣暁子　橋本仁香子　橋本（小田原）　福住　半戸　清田遼子　小田幸子　村山典子　猪口
都子　髙橋（南矢名）�　門倉恵子　柳川真由美　吉井早苗　山口育久子　玉井綾子　畠山雅一朗　元山（金券）　
茂木　高梨由美子　兼城　井上正代　橘川真弓
ご寄附や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。）

※麗美の会様からのご寄附（63,535円）は、チャリティーを開催し頂いたものです。

（敬称略・順不同）
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町田市　Ｎ様　良く遊び、よく食べ、よく寝て、２匹スクスク成長しています。オ
スのだいずは、成長が著しく、あずき（メス）の1.5倍ほどの体重になりました。
仕事で不在が多いにも関わらず、帰宅すると玄関で先住猫と３匹で出迎えてくれます。
２匹譲っていただいたこと、当初多忙ゆえにお世話のことが気になっていましたが
大正解でした。兄妹だからでしょうか？本当にいつも仲良くプロレスに追いかけっ
こ、楽しそうに遊んでいます。そんな様子に、不在が多くても２匹が仲良く過ごし
ていると思うと安心です。もし、迷っていらっしゃる方がいらしたら2匹をオスス
メいたします。

横浜市　Ｋ様　県センターから引き出した時は太っていたので、痩せさせないと、
と「スリム」と命名しました。皆さんに可愛がられています。トイレもきちんと出
来るようになり、ソファーの上にも上がれるようになりました。未だ目に見えて痩
せてはいません。

秦野市　Ｓ様　一夜明けて「収容センターから引き出した時の顔とは違って、ルン
ルンみたい。フードも良く食べ、夜鳴きもせず、ぐっすり寝てくれました。後追い
しています。電話をしている私の顔をジッと見ています。生涯大事にします！」

小田原市　Ｋ様　みかんとめろんは、元気によく食べ、よく遊び、よく眠ります。
本当に可愛いです。通常はゲージに猫砂、餌皿、水皿を入れ、二匹でオモチャ等で
遊んでいます。ゲージから出して、毛布の上に乗せ、一緒に遊びもします。今では
警戒心はあまりありません。

相模原市　Ｓ様　名前は、ライムと名付けました。ライムは、毎日好き嫌いなくモ
リモリ食べ、たくさんウンチもして、一回り大きくなりました。最初は、ケージか
ら、息子の部屋のみ解放しておりましたが、毎日、一部屋ずつ、出入りできる場所
を増やしていき、今では、お風呂場と母の部屋以外、全ての場所を元気に走り回っ
ています。誰の膝の上でも喉を鳴らしてねんねします。

秦野市　Ｂ様　白い仔（チロ）は相変わらずやんちゃで物おじせず…茶白の仔（モ
カ）はおっとり優しくよく食べビッグサイズ猫の予感…茶トラの女の仔（ピコ）は
やっと抱っこが好きになってくれて…とにかく元気です。モカについては足がク
ニャッとしており、一時は通院していましたが、本猫が全く痛がっていないことと、
そもそも里親募集の写真のころから、クニャッと曲がっていたことから、今は経過
観察です。彼らが保護された経緯を、先ほど会のブログで読ませていただきました。
事故で兄弟を失った件を読み、寒空の下野良生活をしていたときの写真を見て涙が
出てきました。素敵なご縁をつくって頂いたことに、あらためて感謝いたしました。

♪♪　幸せ便り　♪♪
他にも沢山の里親様からお便りをいただきました。随時ブログ等でご紹介させて頂きます。
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秦野市　Ｗ様　里親会で決まった２匹「あじちゃん」「テンテンちゃん」の近況を
お知らせします。不妊・去勢手術を済ませました。
先住猫と一緒に元気に部屋中を駆けまわっています。

秦野市　Ｓ様　県収容所から出した時とくらべると全くうそのように、最近のミオ
は、追いかけっこや先住猫とベランダの日向でゴロゴロしたり、一緒に寝ています。
「ごはん」と言う言葉はいえるので、「ごはん、ごはん」と催促します。三毛猫が亡
くなってしまいましたが、この仔が可愛すぎるので、三毛猫の事は少しずつ心が癒
やされています。
ありがとうございます。

小田原市　Ｉ様　まこもかこも人懐っこく、誰に対しても甘えています。
人間に対する嫌な気持がないことで、本当に大事に育てて来られたんだと良くわか
りました。
私も負けないくらい大切にしなくてはいけないと思っています。
誰もが動物に対して同じ思いでいるわけではないので、活動は難しく大変なものと
思います。私も力になれるよう頑張ります。その節はお世話になりまして、ありが
とうございました。

相模原市　Ｎ様　ソル、ルナと名付けた二匹はあれから元気によく遊び、ご飯もよ
く食べています。先住猫とも少しずつ近づいてきました。部屋中を走り回ってあち
らこちらに登ったり飛び降りたり、本当に元気一杯です。寝るときは二匹が丸くなっ
ていたり、トイレに入るときも一緒で、離さなくて良かったと心から思います。

伊勢原市　Ｍ様　頂いた猫は『モカ』と名付け、幸せに暮らしております。ご安心
ください。
家族みんながその存在に癒されています。懸念材料だった金魚も水槽に手を入れる
こともなくなり、もっと早く猫を飼っていれば良かったのに…と思うくらいです。
セラピーとしての存在価値の大きさを改めて知ることとなりました。廻りあわせに
感謝しています。

平塚市　Ｔ様　その節（ミーちゃんの病気）は大変お世話になりました。
その後はうそのように元気になり、まるで２ツのつむじ風が家中をかけめぐって通
り抜けて行くようです。我が家に来て３ヶ月が経ちました。
やっと、首輪をつける事ができましたので、写真を送ります。
眼球摘出手術を受けた三毛のミーは目が両方あったらもっと美猫です。
家の中から、小鳥を見ては「アッ、あれなんだ！」と、楽しんでいます。
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やさしい里親さまを待っています！

２才、オス（おっとりして人慣れしています。）

５ヵ月、２姉妹です。

共にワクチン、エイズ検査など済んでいます。

健康チェック、ワクチン済み。

４ヶ月、メス（竜巻のように俊敏です）



14

仲が良い２ヶ月半の２姉妹です。

気立てが良くて、元気一杯。人が大好き！

高齢・認知症の方が飼えなくなった、ヨークシャテリア
２才６ヶ月（オス）。右肢は靭帯損傷でも、

ちゃんと走れます。人懐っこくって、寂しがりやです。

耳ダニでとっても辛かったけど、今は元気です。
健康チェック、エイズ検査（－）
やさしい里親さんを待っています！
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バザー用品ご提供のお願い
日用品雑貨、タオル、シーツ、石鹸、洋服（着古していないもの）、バッグ、アクセサリー、

食器等ご提供下さい。できましたら新品をお願いいたします。
※電化製品は不可

（ご支援の場合送料はご負担下さいますようご協力お願いします。）

幸せの黄色いレシート投函にご協力をお願いいたします
イオン秦野店にて、黄色いレシートキャンペーンに参加させて頂いております。

日頃よりご協力をいただき、誠にありがたく感謝いたしております。

皆様からいただく黄色いレシートの助成品は次のように使わせていただいています
犬猫フード　＊新たに保護した猫、里子に出ず当会で保護せざるを得ない犬猫の餌として。
　　　　　　　野良猫を減らすために活動している給餌者へ配布させて頂いています。
猫　　砂　　＊�野良猫対策で保護した仔猫の一時預かりの方や協力者、保護している会員

等へ配布させて頂いています。
トイレシート　＊保護した犬猫トイレ用。野良猫の捕獲後、獣医院へ運搬時の汚れ防止用。
　　　　　　　入院時に獣医院へ配布させて頂いています。

※神奈川県動物愛護推進員制度をご存知でしょうか？

＊�地域における犬、猫等の動物の愛護や人に迷惑をかけない正しい飼い方などの普及啓発のために、
「動物の愛護及び管理に関する法律」の第38条に基づき、神奈川県知事から委嘱された人です。
＊�動物愛護推進員は、ボランティアとして県や市町村が実施する動物愛護普及事業への協力や、各種
動物の飼い方等に関する相談対応など、地域に根ざした動物愛護の推進に取り組んでいる人です。
�また、災害時においては、国又は都道府県等が行う犬、猫等の動物の避難、保護等に関する施策
に必要な協力をします。

　平成20年3月より、この神奈川県動物愛護推進員制度で委嘱を受け、早6年が経ってしまいました。
　推進員になれば、活動し易くなるのではと引き受けさせていただきました。
　環境省からの新しい情報は、市民へお知らせする意味からも、非常に参考にさせて頂いております。
　また、毎年5月頃県が主催される推進員活動報告会では、他地域で活動される推進員の活動状況を知る
ことによって当地の動物行政への比較もでき、参考になっています。
　平成27年4月30日にその報告会に出席させて頂きましたが、毎年ながら、各地域推進員との意見交換で
議題に上がるのは、野良猫問題「TNR」についてで、猫問題が如何に難しいかを示していると思います。
「地域猫」活動が果たして野良猫を減らす良い手本となるのか定かではありませんが、繁殖制限の徹底と、
その地域ごとのやり方の工夫で、正しい猫の飼い方を常識として知らしめてゆくことだと思っています。
　飼い主のいない猫の問題には高齢福祉、精神的障害などが関連している場合も多く、「地域猫」活動を有
効な取り組みとするならば、一つの専門窓口が必要と思える程、幅広く奥深い問題が潜んでいると感じて
います。
　市民全体の問題として捉え、取り組める仕組みが必要と思います。　

相模どうぶつ愛護の会（神奈川県動物愛護推進員）　佐藤　桂子
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新しいまちづくり　「野良猫」～「地域猫」に！
猫は人のいるそばで暮らします。

命あるものを排除で解決はしないでしょう。

猫が好きな人、嫌いな人、被害を受けている人、無関心な人も皆さんが集まって

猫をめぐるトラブルをなくすための話合いやルールを決めることは、

ひいては、住みよいまちになっていくのではないでしょうか。

※地域猫と位置付けて、責任の所在を明らかにして、
トラブルの減少を図ることが重要です。


