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EEppiissooddee  II  「「地地域域猫猫ににつついいてて」」                  安安本本  健健  
 

このニュ－スレタ

ーを読まれている方

であれば、すでに「地域猫」をご存知の方も多

いかもしれませんが、地域猫に関する情報がひ

とり歩きしていたり、錯綜したりしています。

そこで地域猫を始めて聞かれた方も含めて「地

域猫」を皆さんと考えていきたいと思います。 
端的に言って地域猫とは野良猫（飼い主のい

ない猫）を地域で面倒みようという考えです。

そこには「動物愛護管理法」がバックボーンと

なっており、野良猫といえども「生命の尊厳」

を重視しなければいけないという観点から成り

立っています。 
野良猫が何故いるのかというと、大枠は人に

よる遺棄、あるいは家猫が繁殖期に家出して、

そのまま居座っている等の理由が挙げられます。 
磯子区の獣医さんの話では、昭和 60 年頃に
は横浜市で年間 1万 2,000匹の猫への安楽死が
施されていたそうですが、状況を改善すべく、

横浜獣医師会が不妊手術への助成制度を始めた

ところ、平成 12 年には年間 2,000 匹にまで減
少しました。 
現在、各区の生活衛生課の指針では、野良猫

は繁殖力旺盛で生活環境に影響を及ぼすことが

あるが、捕獲して処分することは「動物の愛護

および管理に関する法律」によってできないこ

とになっています。 
 さらに動物の愛護および管理に関する法律で

は、第 2条では動物が命あることに鑑み、何人
も動物をみだりに殺し、傷つけ、または苦しめ

ることのないようにするのみでなく、人と動物

の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正

に取り扱うようにしなければならないと謳って

います。 
各都道府県においては、動物愛護管理推進計

画を推進する義務を有し、その４項では動物の

愛護および管理に関する施策を実施するために

必要な体制の整備として国、関係地方公共団体、

民間団体との連携の確保も明記している。 
東京都では既に平成 18 年より、人と動物と
の調和のとれた共生社会の実現の観点から「家

族の一員」という考えから「地域の一員」へと

いう基本的な考え方を新たに出しているのが大

きな転換点として注目されます。 
横浜の神奈川区では平成 20 年 4 月から地域
猫として地域の中で適正に飼育管理していきな

がら問題解決を図る地域を「モデル地区」とし

て支援することが決定しています。 
「地域猫」活動が社会的にルールとして定着

することで、猫に餌をやる行為そのものが非難

されるのではなく、活動の一環として認められ

る日もそう遠くはないことを願っています。☺ 

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    「「ママママちちゃゃんん」」                            新新堂堂  泰泰江江  
 

 
私が勤務する福祉施設は、賑やかな大倉山レ

モンロード商店街の真ん中あたりにあります。

前面がギャラリーで奥が障害のある方たちの工

房になっています。私たちはギャラリー横の太

い柱をポスターの掲示などに使用しています。

ここへ、４年前に石垣典代さん（支えあう会呼

びかけ人）からの依頼で「ママちゃん」という

猫のポスターを貼りました。 
 ママちゃんは緑区内で子猫４匹と共に保護さ

れました。不妊手術がすんだら子猫には飼い主

を見つけて、母猫であるママちゃんは元の場所

に返す予定でした。ところが、ママちゃんは小

さい時に首にリボンをつけられ、そのまま捨て

られたのでしょうか、リボンが襷がけになり、

身体の成長とともに腋の下に食い込み大きな傷

になりました。相当な苦痛だったと想像できま

すが、野良生活を続けながら彼女は立派に子を

産み育てていたのです。幸い４匹の子猫たちは

それぞれ良い飼い主がみつかりましたが、胸の

皮がなくなり赤い肉が露出しているママちゃん

を石垣さんは動物病院へ預け治療を施しました。

しかし快方への進展はなかなか見えてこなかっ

たので、環境を変えて異なる治療を受けるため

にママちゃんを転院させました。 
 ところが入院治療には一日 2,000円以上かか
るため、石垣さんはポスターを作り寄付を呼び

かけました。おおぜいの人たちがポスターを見

てギャラリー奥の工房に置いてある募金箱に寄

付を入れてくださいました。 
 お母さんに付き添われた園児さん、小学生の

友達同士、通勤の男性や買い物途中の女性たち。

定期的に寄付をしてくださる方もいました。暑

い夏の日にボーイフレンドを外に待たせて募金

箱に入れに来てくれた若い女性など本当に様々

な人たちの善意でママちゃんは治療を続けるこ

とが出来ました。 

石垣さんはご近所や高齢のお母様の協力によ

る手作りのポプリなどを寄付してくださった

方々へお礼として用意しました。 
 みんなの思いを一身に受けてママちゃんは一

番ひどい時期を脱しましたがそれ以上の好転も

無く退院しました。退院後は病気の動物のケア

に熟達している方の家に引き取られ、その方と

共に寝起きしてやっと温かい家庭にもどること

ができましたが、やがて力尽きたように天国へ

と旅立ちました。 
 支えあう会の安本健さんは、この時の大倉山

を行き交う人たちの動物への自然な協力が忘れ

られないといつも話しています。辛い状況を生

き抜いてきた猫をなんとか救いたいと願う石垣

典代さんの強い気持ちがまわりの人たちの善意

を引き出したのかもしれません。☺ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    ご寄附のお礼 

   「なんでも舎ケアサービス」さんをは

じめとして、昨年の 11 月から個人や団体から
合計 4万 4千円のご寄附をいただきました。 
ありがとうございました。 

活動の足跡 

 

2009 年                      

 ３月 

・ 2 日～7 日 「小さな町の小さな平和展」展示参加 

・ 9 日 九州保険福祉大学講師、加藤謙介氏より「福

祉施設と地域猫とのかかわり」のインタビューを受ける 

  

 14 日 こうほくふるさとサポート事業 

活動報告会・交流会「港北寄りあい処」出席 

・ 27 日 レモンロードのサバトラ猫の亡骸を保護 

 

 ４月 

・ 1 日 梅林の疥癬病死の狸の亡骸を動物病院へ 

・ 2 日 疥癬死の狸のそばにいた猫に疥癬予防薬投与 

・ 23 日 大曽根台で疥癬にかかっている狸に治療薬 

 

 ５月 

・ 2 日 タマハウス取材 

・ 3 日 会員の庭に設置した餌場へのアクセスに関するク

レームへの対応 



急募! 

5 月末まで 

 

              「タマハウス猫の飼い主募集」   後藤 尚味 

 
 
大倉山動物病院に併設されている通称「タマ

ハウス」は、保護された野良猫を不妊・去勢手

術後、回復するまでの間のリハビリとホームス

テイ施設として機能してきました。 
支えあう会の呼びかけ人でもある石垣さんは、

タマホームにステイする猫の管理人として、身

体的なリハビリだけでなく、傷ついた心のリハ

ビリも行い、新しい飼い主が見つかるまでの間、

愛情を注いで面倒を見てきました。 
 しかし、石垣さんの引っ越しに伴い、管理人

なきタマハウスは、もはや維持が難しいと判断

され、5月末をもってタマハウスが閉鎖される

ことが決まりました。 
  現在、タマハウスにいるのは、４匹。手術

後、貰い手が見つからず、ロングステイとなっ

てしまった。野良猫気質が抜け切れず、人に甘

えることが苦手な子達ばかりである。 
 動物の遺棄は犯罪行為であるため、飼い主が

見つからなかった場合には、安楽死の可能性が

高いことは否定できません。 
 何とか、支えあう会で応援できないかと思い、

急遽４匹の飼い主を募集します。 
時間的余裕がありませんが、どうか飼い主探

しのご協力をお願いします。 
これまで長い間、寛大な配慮をしてくださっ

た病院に感謝  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

飼い主になってくださる方、会ってから決めたい方、 

問合わせは病院ではなく、支えあう会へお願いします 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

新堂 045-543-5124 shinshin720@hotmail.co.jp / 後藤 gotonaomi419@gmail.com 

 

 

キジちゃん  

オス（去勢済）  

推定 ３才  
鶴見川の近くで保

護されました。ビクビ

クっとしますが、低

姿勢でゆっくりと接

すれば、なでる事が

できます。 

ピンクの鼻がチャー

ムポイント！ 

みーちゃん メス （不妊済み） 推定 ３才  
キジちゃんとは兄弟のようで、同じく鶴見川の近くで保

護されました。動くのが苦手、でっぷりとした体型が魅

力。近づくことはできますが、触れません 

。ゆっくりと関係性を築くことに喜びを感じる方向き。 
 

小三毛（こみけちゃん） メス （不妊済み） 推定 ３才  
公園で拾われ、手術後にタマハウスでリハビリするも、人

に慣れず、物陰に隠れてしまいます。ツンツンに喜びを感

じるようなプロ仕様の三毛姉さまです。 

Y ちゃん（ワイちゃん） オス（去勢済） 推定 ５才  
大倉山動物病院の近くで保護され、手術後タマハウス

にステイ。４匹の中で一番人に慣れており、ゆっくりと近

づいて、なでる事ができます。 

 



◆会場の地図◆ 

 

熊本出身の兄妹が営むこの店は、ギャラリー兼

ビストロを作ったつもりが、野良猫だった２匹の

猫（風
ふう

ちゃんと空
そら

ちゃん）が看板猫となり、いつ

の間にか猫カフェとなってしまったとのこと。 
店内はカウンターと

テーブル席合わせて

20 席ほどと決して広
くはないが、絵本の読

み聞かせ会や絵画展等

も行われる 
おしゃれなスペース。 
昼間はカフェだが、夜はビストロとなり、野菜

やフルーツを中心とした、本格的な熊本の郷土料

理とお酒がいただける。

２匹の看板猫達を傍ら

にいただく料理とお酒

は絶品！少人数のパー

ティーも受け付けてく

れる。また、名物の肉球

の形をした「２９ぼた

餅」（お彼岸の季節限定品）もお薦めの一品だ。 ☺ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 猫町カフェ２９（台東区谷中） 
0033（（33882277））33332299  

営業時間 
 

みんなの情報広場 

谷谷中中「「猫猫 町町 カカ フフ ェェ ２２ ９９ 」」    
 

Series  猫猫カカフフェェ巡巡りり  そそのの３３ 

 

こうほく・人と生きもの・支えあう会 

恒例の チャリティ・バザー 

 

日時： ７月 19 日（日） 11：00～17：00 

場所： ギャラリーかれん （大倉山駅下車徒歩１分） 

 

今年も、ファンド・レイジングのためのバザールを開催

します。 

こうほく・人と生きもの・支えあう会の趣旨を理解して

いただくための啓発展示、および会員による猫に関連

する手作り作品や、絵画、ハガキなどの販売を予定し

ています。 

また、非会員の協力者による提供作品や、未使用

の贈答品等の献品なども扱います。 

 編編集集後後記記   
 
タマハウス閉鎖に伴い急遽ニュースレター第３号のお届けとなりました。編集部では、みなさまからの地域

猫エピソードやお知らせ情報などの投稿を歓迎します。心がほっこりするエピソードなど是非お寄せくだ

さい。ニュースレターのご意見・お問合わせは、編集担当:後藤 gotonaomi419@gmail.comまで☺ 
BBLLOOGG：：  hhttttpp::////ssaassaaeeaauukkaaii..bblloogg1177..ffcc22..ccoomm//      WWEEBB：：  hhttttpp::////ssaassaaeeaauukkaaii..wweebb..ffcc22..ccoomm//  

      献品のお願い 

未使用の贈答品など、チャリティ販売にご提供いただけるもの

がありましたら、7月 13 日～18 日の間にギャラリーかれんまで、

お持込みください。 （※古着の持ち込みはご遠慮ください。） 
・12 時～17 時 昼の部（カフェ） 
・18 時～22 時 夜の部（ビストロ）要予約 

定休日 月、火、祝営業翌日 

風ちゃん（左） 空ちゃん（右） 

（700 円） 
「29 ぼた餅」とお茶のセット 
 

にっきゅう 


