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EEppiissooddee  II  「「大大倉倉山山猫猫事事情情  共共にに生生ききるる編編」」                新新堂堂  泰泰江江  
 

大倉山は梅の香りに満ち、外

猫たちの厳しい冬も終わりに

近づいている様です。前号の

ニュースレターで飼い主を募集した梅林の三本

足の猫（以下、「三本ちゃん」）に飼い主に名乗

り出てくれたご家族がありました。 
三本ちゃんは捕獲器を警戒するので、飼育歴

何十年のベテラン石垣典代さんが負傷を負いな

がらも手で捕獲しました。不妊手術の際に獣医

師に診てもらったところ、短い足には爪があり

先天的な奇形である事、そして出産経験がある

事が判明しました。 
術後回復の間、我が家で預かり様子を見てい

ると、三本ちゃんは人と一定の距離を置くこと

が判りました。ただでさえ人を警戒する猫を、

再度、捕まえて別の環境に連れて行くことにし

のびず、そのまま家に置いておくことにしまし

た。飼い主に名乗り出てくれたご家族は初めて

猫を飼うということなので、人に慣れている猫

が現れるまで待っていただくことになりました。 
我が家の大勢の猫たちの一員となった三本ち

ゃんは、人よりも猫たちとの良好な関係が先に

成立しました。良好というよりも、三本の足で

動く猫に先住の猫たちがびっくりして攻撃しな

いだけの関係です。先住の中には後肢麻痺の猫

がおり、後肢で身体を支えることが難しいので

ふらふらしながら歩きます。この猫が自分も他

の猫たちからいつもびっくりされているくせに、

三本ちゃんが近づくと驚き避けようとします。

猫は異質なものに敏感であるとともに、寛容で

もあります。 
ここに更に「まるこちゃん」という猫も加わ

りました。まるこちゃんは、動物病院のケージ

の中で 10 年過ごしてきたので、犬が近づいて
も身体の不自由な猫が近づいても何とも思わな

い様子で浮世離れした猫です。おっとりしてい

るので新入りなのに先住の猫たちから攻撃され

ることもありません。ケージは開けっ放しなの

で、自由に家の中を探索するのですが、寝る時

は、そこが自分の居場所だと思っているらしく

いつもケージの中に戻ってきます。 
年明けて、動物病院にいた三毛猫の「まみち

ゃん」がこれ以上は置いてもらえないというこ

とで、三本ちゃんを迎えてくださる予定だった

ご家族にお願いしてみたところ快く引き受けて

くださいました。５人家族の仲間に入れてもら

い、まみちゃんは、思い切り甘え幸せいっぱい

です。おとなの猫がボランテイア以外にもらわ

れるのはとてもめずらしく嬉しいことです。 
大倉山周辺には捨て猫が多く、子猫や人に慣

れているものは新しい飼い主をみつけてやりま

すが、そうでないものは不妊・去勢手術をして

その場で生きていくことになります。年老いた

り、具合が悪くなればボランテイアが引き取り

ます。猫が敷地の中を歩くだけでもいやだとい

う人がいるかと思えば、猫の餌場に敷地を使わ

せてくださるお宅もあります。大倉山梅林の東

側と西側でも猫への対応がわかれます。東側に

は「このあたりで猫に餌をやらないでくださ

い。」と貼り紙があり、西側にはガレージや軒先

に猫用のダンボールを置いてくださるお宅が数

件あります。 
「こうほく・人と生きもの・支えあう会」は、

2008年度「港北ふるさとサポート事業」の活動
団体になりましたが（広報よこはま港北区版 2
月号に掲載）、猫に対しては様々な考えがあるか

ら税金による助成は出来ない（助成金０円）と

の決定でした。横浜市は 2008 年度から飼い主
のいない猫の不妊・去勢の手術費用の一部を負

担することになりましたが、手術後のことは市

民の善意（一部の人は忍耐？）まかせのようで

す。☺ 

グループ代表 新堂泰江 〒222-0004 神奈川県横浜市港北区大曽根台 22-14 045-543-5124 shinshin720@hotmail.co.jp 



 
    EEppiissooddee  IIII  「「わわたたししとと猫猫ののごご縁縁」」                後後藤藤  尚尚味味  
 
子供の頃から、もともと動物が

大好きだった。町で見かける野良猫とはすぐに

友達になり、通勤途中で出会う子には、名前を

つけて、会うたびに声を掛けたりしていた。 
出張で海外に行った帰りの飛行機で、たまた

ま隣り合わせたエンジニアさんと友達になり、

10 時間もある飛行機の中であれこれ四方山話
をしていたら、野良猫の話で意気投合した。 
常日頃から猫の出没箇所と名前を覚えている

ことを話すと、当時まだインターネットが普及

し始めたばかりで、システム（仕組み）はある

けどコンテンツ（掲示内容）で面白いのが無い

ので「猫マップを作ってよ」と頼まれ、ウエブ

サイトを作るのも楽しいかな？と思い、早速、

野良猫マップなるものを作成した。 
恥ずかしくて、ここではリンクは控えさせて

いただくが、大した出来にはならなかった。 
しかし、意外にも WEB でサイトを発信して
みたら、雑誌のインタビューが来たり、獣医師

の会からリンクを依頼されたりと反響があり、

「見る人は見ているんだな～」と正直驚いた。 
駒が１つ進んだとはいうものの、実際問題と

して 1人で暮らしていると仕事場との往復をす
るだけで、あまり地域社会との接点もなく、仕

事も忙しいし、積極的に関わりを持つ積もりも、

機会もなかった。 
気まぐれで、エリザベス・オリバーさんの話

を聞く会というのに参加した。エリザベスさん

は、1990年に神戸で設立した ARK1という動物

愛護活動団体の代表をしていて、田畑に囲まれ

たのどかな地域で、地域のペット問題を地道に

取り組む活動を展開していた。 
ところが、1995年の阪神淡路大震災のとき、
行き場の無いペットたちの保護が殺到した。皆、

パニックで飛び出して迷ってしまったり、飼い

主が亡くなってしまったりしたペットたちだ。

ARK は施設の容量をはるかに超える 600 匹に
も上る、はぐれペットをレスキューしたことで、

一躍世間の脚光をあびることとなった。 
災害であるから、事前に受け入れ準備などし

ているはずもなく、お金も人手も足りない中、

それでも大切な命を守ろうという気持ちから、

乗り越えてきた話を聞いた。 
決して上手ではない日本語ながらも、実際に

                                                   
1 NPO法人アニマルレフュージ関西 

現場で活動している人でなければ決して言えな

いような、エリザベスさんの強い訴えと迫力に、

そのとき強い感銘を受けた。 
この活動報告会を聞きに行ったのがきっかけ

で、ある動物愛護団体の会員になった。 
さらに１つ駒を進めたものの、会費や寄付に

よる支援ばかりで、送られてくるニュースレタ

ーを読んでは、理不尽な動物虐待の事実に腹を

立てたり、涙を流したりするばかりだった。 
やがて世の中が、世紀末になり物騒な連続殺

人などの前兆として、猫の虐待や惨殺などが報

じられるニュースが相次いだ。 
そのころ、「動物保護法」の改正を求める運動

が盛んになり、動物愛護団体の間では署名活動

や、議員への陳情などが活発に行われていた。 
「こうほく・人と生きもの・支えあう会」の

代表である新堂さん、そして支えあう会のキー

パーソンである安本さんとの猫縁は、この時、

一緒に動物保護法の改正を議員にお願いに行っ

たのが始まりだったと記憶している。 
その後、動物保護法は改正され、動物をいじ

めたり殺したりする行為は、「器物の破損」から

「動物虐待」として罰則が規定された。 
 しかし、制度によるセイフティネットは最低

限のライン引きだと思っている。 
もっと地域の猫に限らず、生きものや社会的

な弱者と言われている人たちとが、安心して共

存できる町にしていかなくてはいけない。 
 猫から始まった地域活動の旅はまだまだ続き

そうである・・・・・☺ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

在りし日の「おやびん」



      まめ知識 
「日本古代史から猫をみる」 

                
安本 健 

 
室町時代にでた「御伽草子」に「猫の草子」があるそ

うです。 
 ある夜、天台か真言宗のアジャリの枕元にねずみが現

れ、「自分たちは殺生もしていないのに何故こんな酷い目に

あうのか。猫を野放しにしていては、我々が殺されてかな

わない」と訴えたそうです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
アジャリが猫を見て、「殺生はいかんな。お前なんとかな

らんか」と言うと、その晩、猫が夢枕に現れて、「我々は仏

典をお守りするという重要な役割を天竺で与えられていた。

アジャリさんの大事にしているお経、仏典をねずみからお

守りするのが、我々猫たちだということを念頭に入れてく

ださい」と話した。 
それを顧みると、イギリスの大英博物館の職員だった猫

も含め、日本でも古くは遣隋使、遣唐使の僧と共に、漢の

国から猫も渡ってきたことになる。それこそ大事な使命を

携えての渡来である。 
今でこそ、猫というと子供からお年寄りまで知らない人

はいない。また、ペットなら良いが、そこらに居る野良猫

は厄介者の扱いと成り下がってしまったが、それでもまだ、

東京の谷中の猫、神田の古本屋の看板猫など、いまだに「癒

しと江戸の情緒」を残しているところも僅かにある。☺ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

活動の足跡 

2008 年                      

6 月 28 日 ふるサポ公開提案会 

7 月 20 日 チャリティーバザー 

「支えあう会」発足の会 

9 月 6 日  チャリティーザー会計報告・発送 

10 月 11 日 ニュースレター発行（第 1 号） 

 11 月 

･三本足のネコ保護、不妊手術、抜歯、 

ボランテイア宅へ引き取り 

11 月 15 日 ふるサポ中間報告会 

 12 月 

・病院の預かり猫「まるこちゃん」をボランテイア

宅で預かる 

12 月 14 日 つるみ地域猫をすすめる会と 

意見交換会 

2009 年                      

 1 月 

・小さな町の小さな平和展実行委員会参加 

 2 月 

 ・病院の預かり猫「まみちゃん」に新しい飼い主

をみつける ／ 2 匹新しい飼い主募集 

2 月 1 日 「横浜市地域猫連絡会」主催 

学習会参加 

2 月 6 日動物愛護啓発グループ「earth net」 

（港北区）の例会に参加 

2 月 7 日 ニューススレター編集会議 

2 月 20 日 ニュースレター発行（第 2 号） 

 地域猫 Profile No.1 

散歩でメタボ解消 公園の「星クン」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ２年前に突然現れた星クンは、ピカ

ピカした真っ黒な毛並みで胸には白

い星のマーク。最初はおこりんぼう

で、ネコオバサンを引掻きながら食

事。去勢手術をすませメタボになりか

かったところで、朝食後にオバサンの

犬との散歩が日々の日課となる。犬に

スリスリしながら歩く姿はちょっと

した朝の風物詩となりつつある。カラ

スも後を追うのでオバサンは魔法使

いと噂されている。 

  
●●  新新ししいい飼飼いい主主募募集集  ●●  
鶴見区の病院の所長さんからの相談です。 
そもそも地域猫への理解が得られにくい地域

であるにも関わらず、先住の地域猫が１０匹もいた所に、

最近になって、さらに中猫＊４匹が捨てられたそうです。 
黒猫２匹と黒白猫２匹だそうです。知り合いの病院でと

りあえず手術して少し預かってもらいますが、飼い主を求

めています。☺ 
＊注釈「中猫」=成猫ではないが、子猫より大きい 



◆会場の地図◆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

みんなの情報広場 

  
●●  新新ししいい飼飼いい主主募募集集  ●●  

             行き場のない猫たちのための
ハウスに収容されている二匹の猫たちが、ハウ

スの返却にともない再び家なしの憂き目に会

おうとしています。ノラ魂が強く人にあまり慣

れない猫たちですが、家の中で暮らしていたの

で屋内生活を続けさせてやりたいと思います。

こんな猫たちでもよいと思ってくださる方、ど

うぞ家族の一員として迎えてください。 

吉吉祥祥寺寺「「ききゃゃりりここ」」      最最賀賀衣衣子子  
 

今回は、吉祥寺駅から徒歩 30 秒！と駅から
近いビルの４Fにある「きゃりこ」を紹介します。
「猫を飼いたくても飼えない人が気軽に立ち寄

れる店」をコンセプトに2007年3月にオープン。
この店にはお馴染みのアメリカンショートヘア

ー、アビシニアン等の他にラバーマ、ラガマフィ

ン、エジプシャンマウといった珍しい品種の子が

たくさんおり、全部で 20種、32匹の血統種猫が
そろっている。 
もちろん現在猫を 

飼っている人達も十分 
楽しめる、ちょっとし 
た「猫博物館」的癒し 
空間だ。 
店内に入ったら手を 
洗ってプレートを首に 
下げ、必要な人はドリ 
ンクを注文して好きな 
席に座る。1時間 900円。1時間を過ぎると 15
分ごとに 200 円かかるシステムになっている。
ドリンクは 100 円～250 円。休日は予約が取れ
ないほどの超人気店だ。2月下旬には新宿店がオ
ープンする予定とのこと。☺ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 きゃりこ（吉祥寺） 00442222（（2299））88335533  
 営業時間 11：30～22：30（年中無休） 

Series  猫猫カカフフェェ巡巡りり  そそのの２２ 

●●  おお知知ららせせ  ●●  
『小さなまちの小さな平和展』 （支えあう会も参加）  

日時： ３月２日（月）～７日（土）11：00～18：00 

２日は 14：00～／７日は 12：00～16：00 

場所： ギャラリーかれん （大倉山駅下車徒歩１分） 

     
平和とは戦争がないだけではなく、一人一人

が大切にされる社会があることとの思いで８

つの団体が集まり、活動や今知らせたいことな

どを展示やギャラリートークで紹介します。フ

エアトレードの品や手作りパンやお菓子も沢

山あります。春の訪れのような温かい雰囲気の

会場へおこしください。 
 
 
 
 
 

 編編集集後後記記   
 
お待たせいたしました♪予定より少し遅れてのニュースレター第２号のお届けです。地域猫エピソードや

お知らせ、飼い主の募集情報などありましたら編集担当まで、是非お寄せください。ニュースレターに関

するご意見・お問合わせは、編集担当:後藤 gotonaomi419@gmail.comまでお願いします。☺ 
BBLLOOGG：：  hhttttpp::////ssaassaaeeaauukkaaii..bblloogg1177..ffcc22..ccoomm//      WWEEBB：：  hhttttpp::////ssaassaaeeaauukkaaii..wweebb..ffcc22..ccoomm//  


