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    「こうほく・人と生きもの・支えあう会」結成 10周年  

 野良ちゃん世話して 20年 花も嵐も踏み越えて                     新堂 泰江

 2002年、大倉山駅周辺は野良猫だらけでした。夕方になると鶏肉

屋の前でニャーニャー鳴いている光景は切ないものでした。かれんアート

クラブのお絵描き友だちの安本健さんと協力して猫たちに不妊去勢手

術をしました。なかなか捕獲器に入らない猫には大倉山動物病院の

茂木知子先生が大きな虫取り網のようなものを持ってきて追いかけた

りしました。20 頭以上手術をして、それ以後は子猫を見かけないよう

になりました。 

 2008 年に港北区が「ふるさとさぽーと事業」という市民活動に対す

る助成を行う取り組みを始めました。飼い主のいない猫に不妊去勢手

術をして地域で世話をしていくことを認知してもらいたい、個人よりも団

体のほうが良いのではないかと考えて任意団体を結成することにしまし

た。お絵描き友だちの後藤奈穂美さんが編集長となりニュースレターを

発行するようになりました。「ふるさぽ」は活動団体としては認めるが、

猫に関してはいろいろな考えがあるから助成金はだせないという、不可

解な結果となりました。当時すでに磯子区では地域猫活動を区も応

援していて全国的にもその活動を見本として取り組み始めていたので

すが、当時の港北区は区長はじめ選考委員も猫のことを環境問題と

とらえる視点が皆無でした。支えあう会はバザーで活動資金をつくり、

地道な活動を理解してくれる人も増えて寄付も集まるようになりまし

た。 

 2013 年には港北区が呼びかけた「港北区野良猫里親支援協議

会」に支えあう会から委員を出して、協議会の名称を「港北区野良

猫・地域猫支援協議会」と変更するよう働きかけて認められました。

2018年からは「猫ボランティア連絡会」となりました。 

 「こうほく・人と生きもの・支えあう会」は愛護活動団体として認められ

るようになりましたが、行政の対応は担当者によって非常に差がありま

す。昨年度まで大曽根六地区町内会の取り組みを応援してくれた職

員も異動となり、今年度は区役所経由の相談が全くありません。港北

区の猫対策が後退しているかもしれません。区役所の窓口がしっかり

対応してくれれば猫の事で困って相談していく人たちも安心なのですが、

子猫の相談など保護という名の処分が疑われるケースもあるようです。

支えあう会は猫だけでなく、その周辺の人間の事も息長く応援していき

たいと考えています。 

 

 猫にまつわる社会の変化 10年を振り返って            後藤 尚味（奈穂美）

1997年に大倉山に引っ越してきて、スーパーの近くの駐車場で餌やり

をしている女性に出会いました。それが安本健さんとの出会いでした。もと

もと動物好きだったので、たくさんの野良猫が集まっているのを楽しんで見て

いましたが、野良猫の餌やりは、見ているだけの私でさえも、色々な意味で

不安がつきまといました。 当時、神戸の中学生による「酒鬼薔薇事件」

が社会を震わせていて、犯人の少年は、殺人に至る前に、何度も猫を切

っていたといいます。まだ、「動物の愛護及び管理に関する法律」の改正前

で、動物を虐待しても、器物破損の罪にしか問われませんでした。 

その後、1999年の改正では、愛護動物を虐待したり捨てる（遺棄す

る）ことは犯罪となり、2005年改正では規則と罰則の強化および災害

時における動物救護対策の必要性が国の方針に盛り込まれました。そし

て、2012年の改正では、ペットショップなどの動物を取り扱う団体に対して

「動物取扱業者」登録が義務づけられました。 

支えあう会の発起人の新堂さん、安本さんと一緒に動物愛護法の改

正に向けて、当時地元の議員であった鈴木恒夫さんの新横浜の事務所

へお願いに行ったこともありました。深い理解を示してくれ、法改正にあたっ

ては積極的に推進していただいた。ありがたい地元議員さんでした。 

法の改正よりも少し前から、横浜市では、磯子区、栄区、金沢区等に

おいて、今で言う「TNR活動・地域猫活動」が始まっており、それらの活動

が、ガイドラインという形に整えられていった時期でもありました。 

現場で活動する市民と行政とが協働して、地域全体の合意形成を図

る取り組みの始まりでした。当時の私は、インターネットで調べては、新しい

ガイドラインを取り寄せて、ワクワクしていたのを覚えています。 

今年、2018年も動物愛護法の改正の年に当たります。改正内容は、

これまでの規制の強化に加え、自治体における地域猫についての努力義

務が明記されること、ガス室での殺処分を禁止することなどが挙げられてい

ます。 

こうして、改めて振り返ってみれば、この 10年で地域も法律も少しずつ

良くなってきていると分かります。支えあう会メンバーも、発起人達は、生活

に大きな変化がありました。その過程で、猫の救護活動等を通じて、少し

ずつ心優しい若いメンバーを仲間に迎えて、ゆるゆると 10年間続けてきま

した。 これからも暖かい目で見守っていただけると幸いです。 

【参考：環境省 動物愛護管理法WEB サイト】

 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 
 



 

  「ご寄付のお願い」                               K.F

【マヤちゃん（仮）のこと】 

マヤちゃんは、弱ってうずくまっていたところを 2 人の大学生が

ダンボール箱で保護し、病院に運んでくださったメス猫（推定 7

～8 歳）です。 診察の結果、脇腹あたりに傷が化膿して破裂

したような大きな怪我が二つありました。 また、右目の上瞼あた

りからおでこにかけて大きな腫瘍（リンパ腫か扁平上皮がん）が

あり、視力は正常なのに目が開けられない状態でした。 通りす

がりにこの子を見かけた人もいたはずですし、当然餌をあげてい

た人もいたはずです。 いったい何人の人間がマヤちゃんの前を

素通りしていったのでしょうか・・・。 

大学生お 2 人の勇気と行動力がなければ、見て見ぬふりの

ままマヤちゃんは死んでしまっていたことでしょう。 当初は素手で

簡単に捕まるほど弱っていましたが、入院先であるラヴィ動物病

院の先生やスタッフの方の手厚い看病で、現在は院内の保護ス

ペースをご機嫌で歩いたりしているようです。元々人への警戒心

も少なかったようで、初対面の私にもスリスリゴロゴしてくれました。 

とはいえ、病状からは退院は難しく、病院での入院・治療を継続

することになりました。 

当面の優先事項だった体力の回復と脇腹の治療に目処が

ついたので、今後はステロイドや抗がん剤で腫瘍の成長を抑える

治療が中心になります。 余命はそれほど長くなく、先生からは

１年もたないかもと言われていますが、せめてその間だけでも苦

痛を取り除いてあげられたら、と思っています。 

【ハチコちゃんのこと】 

１年ほど前、支えあう会会員の F さんが交通事故にあった

猫を保護しましたが、なんとヘレンケラーも真っ青の五重苦を抱

えていたのです。 

【一つ目の受難】 

保護した時点で左前足がありませんでした。事故か先天的なも

のかは不明です。 

【二つ目の受難】 

交通事故で骨盤を複雑骨折し両下肢が麻痺、今もほとんど歩

けない状態です。 

【三つ目の受難】 

骨折の影響で肛門付近の大腸が細くなってしまい、自力での排

便も摘便も出来ません。また、腸が一部脱腸しており、さらにス

テロイド（口内炎治療）の副作用で皮膚が薄くなっているため、

圧迫による強制排便も困難を極めます。 

【四つ目の受難】 

5 月頃、便秘で調子が悪くなり、かかりつけが休みだったので仕

方なく初めての病院で強制排便してもらったところ、腹膜が破れ

てほとんどの腸が脱腸してしまいました。事前に F さんが丁寧に

説明したにも関わらず、圧迫が強すぎたのです。 

すぐに腹膜にネットを被せて接着し、さらに大腸を短くする

（消化吸収の時間を短縮し便を柔らかいまま肛門に届けて自

力排便を促すため）というとても大きな手術が行われました。２

キロ台の体でハチコちゃんは頑張りましたが、結局自力排便は

出来るようになりませんでした。 

【五つ目の受難】 

大手術の影響か、腎臓・心臓・肺にも問題が出てきました。 

心臓は緊急事態ではないものの肺に雑音があり、腎臓は輸液

と投薬が必要な状態です。加えて便を柔らかくする薬、嘔吐止

めの注射、血流改善のサプリ、週１回の浣腸も欠かせません。

これらの通院治療費に加え、夜間救急の診療代やその後の大

手術などで高額の医療費がかかっています。 
 

２匹の頑張る猫たちへご寄付をいただけないでしょうか。 

お振込みの際、任意の文字が入力出来る場合は 

「マヤちゃん」「ハチコちゃん」と入力・ご記入ください。 

 

 

 

 

 

 

 

傷の痛々しいマヤちゃん 

 

 

 

 

 

 

ハチコちゃん 

ハチコちゃんとドミケちゃん 



 

                                       ウグイスとガビチョウが鳴きかう真夏に憂鬱な管理人 

 

 12 月に公園をリタイアしたカウちゃんと親友だった星くんも口元

に腫瘍のようなものが出来て具合が悪くなりとうとう管理人宅の

保護部屋に入り、カウちゃんと隣同士で寝ています。ネズミ捕りに

かかったカウちゃんは粘着剤の影響で毛がしっかり生えてきません。

つやつやした白黒を誇っていた姿は見る影もなく、片目は白内障

で濁った目になり、猫のお岩さんのようです。その上トイレがめちゃ

くちゃで部屋中で用を足し、認知症も入っているようで時々非常

に大きな声で鳴き、わめきます。ご近所から苦情が来ないのが不

思議です。生涯面倒を見るという事はこういう事で、働く高齢者

に高齢の生きものの世話はきついです。それでも管理人とは 10

年以上の信頼関係があるので、二匹とも公園へ帰ろうとはしま

せん。 

 憂鬱な話はこれからです。大倉山 7 丁目のお宅の庭で増えて

しまった猫たちの苦情や相談があり、昨年 10月から 1月にかけ

て猫たちの不妊去勢手術を引き受けました。27頭のうち7頭は

近隣の方が神奈川動物愛護協会で手術をして費用はその方

が負担、20 頭は支えあう会が近隣の動物病院で手術しました。

秋から冬まで土日ごとに庭に捕獲器を設置して猫が入ったら知

らせてくるということを繰り返し、未手術がいなくなるまで取り組み

ました。最後は出産したばかりの猫でしたが、少し離れたお宅に

耳カットした猫が子猫を連れているという通報があり、通報した

方が子猫3匹を保護してバディ動物病院へ託し、母猫はその方

の所で家猫修行中となりました。そのほか手術を進めている途

中で障害のある猫など 4 匹はボランティア宅などに引き取られま

した。 

 ああ、これでもう猫たちが増えることはないと思っていた矢先に、

事情からそのお宅の方たちは転居して家は売却されたようです。

今は空き家の状態のお宅の庭に猫たちが残されました。エサをや

る人がいないのですから猫たちは空腹で、近隣のエサをくれるお

宅に何頭かは行ったようです。要領の悪い猫たちが 10 頭ほどや

せて空腹で残っているのです。そのままにしておけば自然にエサの

ある所に行ってしまうという声もありましたが、手術に関わった猫た

ちがエサがなくて困っている姿を考えるとつらくて、空き家の庭に

毎晩エサやりに行くようになりました。 

 これまでエサやりは許可を得たお宅、公園の場合は区役所や

北部公園緑地事務所へエサやりの場所や頭数を伝えて取り組

んできました。隣近所が猫除けの器具やバリアを仕掛けている所

でエサやりをするのは苦痛で、出来れば近隣に迷惑をかけないよ

うに 1 頭ずつ保護して家猫修行をさせて譲渡会に参加するよう

にしたいと考えています。しかし管理人宅で保護できるのは 2 頭

くらいなので預かりボランティアさんを求めています。保護して動物

病院での駆虫や検査は管理人が負担するようにします。3 段ケ

ージも手配しますので 1 頭ずつでも預かっていただける方はご連

絡ください。どうぞよろしくお願いいたします。 

 本当は自分で取り組み始めたことなのだから自己完結しなけ

ればいけないのかもしれませんが助けを求めてしまう情けない管

理人です。 

080-9466-6920 大倉山公園自主管理人 新堂泰江 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

預かり主 募集中（茶トラ） 

 

 

「港北区猫ボランティア連絡会 第一回会議」のご報告 
「港北区野良猫・地域猫支援協議会」は、野良猫をつくらない増やさないために人と猫が共存できる地域社会を目指し、

TNR 補助や不妊手術への助成等を行ってきました。しかし、助成できる猫の頭数や資金源の確保、また獣医師会の先生

方の見解の違い等から、活動内容の見直しが必要となっていました。 

そこで、横浜市動物適正飼育推進員・各ボランティア・行政・動物病院・愛護協会が連携できる場を設け、それぞれの担え

る役割で飼い主のいない猫問題の課題や現地での対応方法等に関する認識を共有することを目標にし、今年度より「港北

区猫ボランティア連絡会」として生まれ変わりました。 

【主な活動内容】 

・適正飼育推進員、各ボランティアの活動地域の共有 

・港北区内の地域の猫情報共有 

・港北区内動物病院の（TNR）受け入れ状況の情報共有 

TNR や啓発などの具体的な活動から少し遠ざかってしまった感はありますが、なんとか前回の協議会以上に実のある集まりに

していきたいと思っております。 

活動に対するご要望などありましたら、是非ご意見をお聞かせください。 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

活動の足跡 
 
 
●2月（2018年）  
・ ニュースレター発行 
・ 大倉山動物病院よりご寄付をいただく 

●3月 
・ ちいさなまちの小さな平和展参加 
・ 大曽根台猫去勢手術（バディ動物病院） 
・ 港北区・野良猫地域猫支援協議会からの依頼を受け捕獲器１
６台の購入手続きを代行。 

●4月 
・ 大倉山 7丁目猫 2匹不妊手術（ラヴィ動物病院） 
・ イオン・イエローレシートキャンペーン2017年後期分として約2万円
の商品券を頂き、ボランティア用のペットフードやペット用品を購入。 

●5月 
・ らくらく市参加 
・ 大倉山 7丁目子猫 3匹保護（バディ動物病院）母猫はボランテ
ィア宅で家猫修行 

・ ボランティアが餌やりしていた猫が弱ってきたため保護。口内炎治療
のため、通院治療中。 

●6月 
・ 箕輪町で瀕死の猫を大学生が保護（マヤちゃん ラヴィ動物病
院） 

・ 大曽根商店街のとあるお宅から２組の親子猫の保護＆捕獲の相
談。支えあう会から捕獲器貸し出し。 

・ 相談者さんお一人で取り組み１組目は母猫を TNR。子猫４匹も
無事保護して現在バディどうぶつ病院で家猫修行中。 

・ ２組目の親子猫は相談者さんが捕獲に挑戦中。 

●7月 
・投薬による治療を行っていた大倉山１丁目の口内炎猫にステロイド
注射(バディ動物病院) 

 編編集集後後記記  
日本の猫はかわいいと、世界中から観光客が押し寄せる島がある。インターネットでも、普通の家猫の写真を
毎日アップしているだけで多数のフォロワーが付く。前代未聞の猫ブームの予感。モテ期到来だ！ 

支えあう会は、病気やケガの猫を保護することが多い。しかも今回は長期治療の予感、即ち金欠の予感。 

そこで、門戸を大きく開き、ネットを通じて、猫好きなら支援大歓迎とするため、クラウドファンディングの
導入を検討中です。次回ご案内ができると思います。どうぞよろしくお願いいたします。 
ニュースレターのご意見・お問合わせは、編集担当:後藤尚味gotonaomi419@gmail.com まで 

BBLLOOGG：：hhttttpp::////ssaassaaeeaauukkaaii..bblloogg1177..ffcc22..ccoomm//WWEEBB：：hhttttpp::////ssaassaaeeaauukkaaii..wweebb..ffcc22..ccoomm//  

●●ここううほほくく・・人人とと生生ききもものの・・支支ええああうう会会ととはは･･････  

港港北北区区でで生生活活すするる人人々々やや動動物物ににととっっててややささししいい地地域域ををつつくくるるここととををめめざざししてていいまますす。。  

具具体体的的なな活活動動内内容容はは；；①①飼飼いい主主のの居居なないい猫猫のの不不妊妊・・去去勢勢手手術術とと保保健健衛衛生生、、②②フファァンンドドレレイイジジンンググ、、  

③③給給餌餌活活動動、、④④啓啓発発活活動動、、⑤⑤ままちちづづくくりり、、⑥⑥広広報報。。  当当会会でではは、、随随時時会会員員をを募募集集ししてていいまますす。。  

 収入 支出 

1月末繰越金 282,652  

寄付金 297,700  

売上 21,976  

会費収入 3,500  

医療費  233,877 

雑費  17,018 

通信費  13,800 

小計 323,176 264,695 

残高 341,133 

 

会計報告とお礼 
   2018年 2月～2018年 6月末 

銀行振り込みや郵便振替などでいつもご寄付をいただき感

謝申し上げます。直接お礼を申し上げるべきところ、紙面で

のご挨拶をお許しください。また、お忙しい中お手渡しくださる

皆様にも重ねてお礼を申し上げます。 

猫たちの餌代は原則ボランティアが各自負担していますの

で、ご寄付は猫たちの手術・治療、運搬、事務費などに使わ

せていただきます。誠にありがとうございます。 

【会費・寄付金振込先】 
三菱東京 UFJ銀行 大倉山支店 普通 0008270 
こうほく・人と生きもの・支えあう会 
 
郵便振替 00270-6-54901 
こうほく・人と生きもの・支えあう会 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

自然絶滅したコウノトリを復活させた兵庫県豊岡市では、コウノトリが

住める環境づくりを推進しています。農薬をなるべく使わない稲作や、湿

地の乾燥を防ぐためのヨシ刈りを毎年行っています。昔は、地域で循環

利用されていたヨシ(資源)も、現在では、ただ燃やして処理しています。

多くの資源を外国輸入に頼っているのに、非常にもったいない事です。 

そこで、「NPOコウノトリ湿地ネット」ではヨシの有効活用の方法を探っ

て、過去にストーブの燃料ペレットや牛舎の敷物などいろいろな商品化

に挑戦しましたが、どれもいまいちという結果でした。 

今年は、ヨシ 100%の猫砂のペレットの製品化に挑戦しています。 

支えあう会は、この猫砂ペレット開発プロジェクトに協力しています。 

みなさんも、よろしければ、ぜひ、アンケートに回答して、ご協力ください。 

アンケートのフォームサイト： https://goo.gl/1vqpok 
 

mailto:gotonaomi419@gmail.com
http://sasaeaukai.blog17.fc2.com/
http://sasaeaukai.web.fc2.com/
https://goo.gl/1vqpok

