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 「横浜ネコ歩き」の風景をめざして                                  N.S.

 10 月初旬の退勤時、江戸家猫八さんのような猫声が聞こえ、声の

する方を伺うと子猫を2匹連れた三毛とキジトラ猫が向き合い唸りあっ

ていました。 

夏頃、勤務している施設裏手の倉庫の下でこの三毛が出産し、連れ

ているのはその時に生まれた子猫たちでした。 

これは、次の発情期かもと思い、子猫が次々と増えていくことを恐れて、

すぐに「港北区猫の保護活動」で検索し、『こうほく人と生きもの支えあ

う会』にたどり着きました。 

現在わかっている情報をメールで送ると、翌日には、TNR をすべきこと、

TNR に協力的な動物病院のこと、横浜市の手術助成のことなど分か

りやすく丁寧な対応をしてくださり、数日後には施設まで捕獲にやって

来てくださいました。 

同時に施設には、放置すれば繁殖が進むこと、現在、行政では殺処

分ゼロを掲げ引き取りは行わないことを説明し、施設内に『支えあう

会』さんを呼び、捕獲に取り組むことを説明し、了解を得ました。 

そして、不妊去勢手術が済めば一代限りの命なので、居着いた猫たち

を見守って、施設内の餌やりもできるようお願いをしました。 

初日は、2 匹の子猫が捕獲できましたが、肝心の母三毛猫の姿を見

かけなくなり、手詰まりになっていたところ、外部の餌やりの人が置いて

行った水入れを見つけたので、手紙を置いてコンタクトを取りました。 

すると、三毛一家 3匹の他に子猫が 3匹いる母猫がいて、計７匹の

一族であることが分かると同時に外部の人が毎日餌やりに来ていること

も分かりました。 

その方と協力しながら母猫２匹は捕獲してもらい、子猫５匹と施設

内に入り込んで捕獲したオス猫 2 匹をこちらで捕獲し、TNR を行いま

した。 

TNRが 1匹、2匹と進むと、もう発情期鳴きも無く一代限りの猫の存

在が理解され、「施設版地域猫として受け入れても良い」といった話も

出てきたので、施設と相談してより良い状態になるよう模索中です。 

今回の活動で感じたことは、まず TNR が世間一般にはまだ知れ渡っ

ていない、ということです。そのためその説明から始めねばなりません。 

また、私の場合は職場なので毎日活動できますが、捕獲に根気と時

間、動物病院へ手術の依頼と引き取りに２往復と労力がかかるのも

事実です。 

これだけ大変な作業を『支えあう会』の皆様は、ボランティアでされてい

ることに頭が下がる思いです。 

野良猫に餌をあげる人は、見過ごしておけない優しい方なのでしょう。

ただ、本当に猫がかわいいならば不妊去勢手術と必ず一緒に行動し

てほしいと思います。猫の捕獲の仕方は皆知らないものです。その時は

区役所に行って相談するか、検索して調べれば保護活動されている

方たちにたどり着けます。 

桜耳の野良猫たちが、どこの地域でも皆に見守られ、のんびり暮らせる

「横浜ネコ歩き」な風景になれますように、これからも TNR に協力して

いきたいと思います。 
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新吉田町の保護・TNR活動報告                                   酒井M

１. ボスの治療 

 不定期に現れるその黒猫を私は「ボス」と呼んで

いました。いつもクールで病気からか片目が閉じていて、ボスキャラっぽ

い雰囲気だったからです。春のある日、ボスが背中に血だらけの大きな

傷を負っていることに気がつき捕獲、病院へ連れて行きました。そこでな

んとメスであることが判明。（いつも夜暗いなか会うので長毛で大きく

見えていた）。背中の傷は喧嘩で噛まれたのか穴が開いていて結構

深く、治療と不妊手術でしばらく入院しました。よっぽど警戒したのか、

退院後全然姿を見せてくれなくなったのですが（餌あげている工場に

は来ていた）、数ヶ月後には現れるようになり今では甘えた声まで出

す常連です。さらに嬉しいのは、入院中いい環境にいたからか慢性的

に閉じていた片目が開くようになり、以来両目を開けて出てきてくれるよ

うになったことです。もうボスキャラではなくなりましたが、まだ「ボス」と呼

んでいます。 

２. 三匹の姉妹 

 猫好きあるあるだと思うのですが、道路に何か落ちているとヒヤッとして

しまいます。７月のある日、道に白いものを見つけてヒヤッとし、近付くと

やはり轢かれた子猫でした。立ち竦んでいると横のアパート脇から「ニャ

ーーーー！！」と子猫の鳴き声が聞こえ、合計３匹も子猫が出てきま

した。轢かれた子の姉妹のようでした。交通量の多い道路のすぐ横で、

いつまた事故に遭うかわからないので、餌をあげていたアパートの住人と

大家さんに協力してもらい、保護できました。 

３. 三匹の兄弟 

 ８月、不定期に現れる子が４匹の子猫を産みました。少しずつ居

場所を突き止め餌をあげて慣らしていき、捕獲を試みた日には残念な

がら３匹になってしまっていました。猛暑の中、蚊に十数箇所刺されな

がら餌を入れた大きなキャリーケースに誘導し、遠くから紐を引っ張って

ドアを閉める作戦。やっと３匹入った！あとは閉めるだけ！という段に

なって、母猫がキャリーと私の間に寝そべってずっと私を見つめました。

私はたじろいでしまい、紐を引くことができずにみすみす子猫は食べ終

わり満足して退場という、アホな失敗をしました。いつも母猫と子猫を

離すときは、それが結果的に幸せなはずだとわかっていても、胸が痛ん

で行動に迷いが出てしまいます。翌日こそ、絶対に実行しなくては！と

意気込んで、心臓バクバク、子猫が３匹キャリーに入った！お母さん、

ちゅーるどうぞおお！！とオヤツに誘導し、捕獲は成功しました。 

4. 「栗？？」１匹 

 10 月、その母猫の手術のため捕獲を試みました。だいぶ慣れて、触

れるようになっていたので、洗濯ネットを使いキャリーに入れる作戦です。

ところが、暴れてキャリーの蓋を破壊し逃走、失敗しました。やはり捕獲

器など確実な方法を取らないとダメなんだ！と猛省し、後悔とショックで

壊れたキャリーを片手に呆然と歩いていると、前に「ん？栗が落ちてい

る？」。近付くと、小さなサビ猫がうずくまっていました。かなり弱っていて

保護しました。母猫の捕獲に成功していたらその道は通らなかったので、

災い転じて福となる？と都合よく気を取り直しました。 

保護した合計７匹の子猫は、支えあう会の会員さん宅で預かってい

ただいたり、バディ動物病院さんに引き取っていただいたりして、栗の子

ちゃん以外はみんな無事に飼い主さんが決まりました。そして上記にか

かった費用の一部を支えあう会からご支援いただきました。一人ではで

きないことばかりで、感謝、感謝です。皆様に支えられながら、これから

も地道に自分ができることを頑張っていきたいと思います。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
ボス                    三姉妹                       三兄弟                   栗の子 

「港北区猫ボランティア連絡会 第 3回会議」のご報告 

去る 11月 6日に、港北区猫ボランティア連絡会の第三回会議が開催されました。 

それぞれのボランティアがここ最近の活動報告を行い、TNR 後の管理について活発な議論が展開されました。大曽根商店街もそう

ですが、TNR するのは簡単でもその状態を保っていくのが大変です。「TNR」だけでなく「TNRM」（M＝management：管理）

が肝心なのですが、地域の中にその役割を果たすキーマンが不在であることが多いのです。「TNRM」の認知度をもっと高めていくこ

と、そのためにはボランティアだけでなく、行政の協力が欠かせないものである、と改めて実感しています。 

次回以降は、各ボランティアたちの「過去の活動実績マップ」を作成していく予定です。 



   「大曽根商店街 TNR報告」と「マヤちゃん経過報告」                  K.F.

大曽根商店街の TNR報告 

2018 年 6 月中旬、大曽根商店街のとある

お店からバディどうぶつ病院経由でご相談があ

りました。 

２匹の母猫を避妊し子猫たちを保護したいとのこと。相談者さん

自身はTNR経験のある方でしたので捕獲器をレンタル。あっという

間に１組目の親子を捕獲し母猫は手術後リリース、子猫たちは

バディさんに託され無事新しいおうちが見つかりました。２組目は

少し難航しましたが 8月には親子全頭の TNR が完了しました。 

捕獲器返却の際「商店街には他にもたくさん猫がいる」と教えてい

ただき様子を見に行ったところ、空き地に大小取り混ぜて５～６

匹の猫がいました。2014 年に支えあう会が協力し同じ商店街で

20頭ほど TNR しましたが、その地域とは少し離れていて、桜耳の

猫も１匹も見当たりませんでした。第三者が出向いて目に付いた

猫を捕獲するだけでは、いずれまた猫が増えてしまいます。まずは

情報収集と思いつつメンバーもみな多忙で、すぐ行動に移せずに

いました。 

しばらくして区役所から、まさにその辺りの猫のことで支えあう会に

協力依頼がありました。苦情があったとのことで、おおまかな猫の頭

数や餌やりさんについて新たな情報を得ることが出来ました。 

ちょうど別の TNR 応援が一段落したので早速捕獲に取り組み、

昨年末までに 9匹を TNR、子猫 2匹を含む 3匹を保護しました。

（活動の足跡参照） 

とは言え、猫の頭数は当初聞いていた８匹を超え、まだまだ耳

カット無しが目撃されています。餌やりさんともコンタクトが取れて

おらず、一段踏み込んだ猫の情報が無い状態です。捕獲劇を

何度も見て警戒心MAXのメスが残っている可能性があり、春に

子猫が生まれたら半年後には元の木阿弥です。事故や病気で

亡くなる猫をこれ以上増やさないため、近隣の商店の敷地に捕

獲器を置かせて貰い、情報提供もお願いしながらコツコツと

TNR継続中です！ 

マヤちゃん経過報告 

2018 年 6 月に保護され療養中のマヤちゃん。ブログではご報

告済みの内容も含め改めて経過をお知らせ致します。 

抗がん剤とステロイドが腫瘍の成長を抑えていた時もあったので

すが、１０月頃には効果が見えにくくなり、さらに腫瘍からの浸

出液が鼻や気管に入って呼吸困難に陥ることが増えたため、腫

瘍切除の手術をすることになったのですが・・・・。 

見違えるほどすっきりして、カワイイ表情がよく見えるようになりま

した！まさに「目の上のたんこぶ」が取れて、マヤちゃんも「サッパリ

した～」と言っているように見えます。 

猫の場合、顔のリンパ腫（推定）は内臓に転移する可能性

は多くないそうです。なので、もしまた腫瘍が大きくなったら切除し

て・・・という感じで過ごしていくことが出来ればもっともっと長生き

出来るかもしれません。 

今後もマヤちゃんに十分な治療をしてあげるため、引き続き医

療費のカンパをどうぞよろしくお願いいたします。

 

  １０周年を迎え                               会員 Y.O. 

支えあう会の活動が１０周年を迎えることを、先日会長さん

から伺いました。これまで会を支えて頂いた会員の方々、そして

地域猫を受け入れお世話頂いている動物病院の関係者にこ

の場をお借りして改めてお礼申し上げたいと思います。 

私は以前、都内のマンションに住んでいましたが、コミュニティ

ーとの交流の機会を作ることができず、多少の後ろめたさを感

じていたこともあり、なにか地元に還元したい気持ちを持ち始め

ていました。 

大倉山は私自身にとって生まれ故郷ですが、縁あって２０

年ぶりにここに戻ると同時に会に参加させてもらいました。 

これが４年前になりますので、発足当時の事情はあまり理解

していません。 

また、会社勤めの合間の活動になりますので、他の会員さん

のように貢献できているわけでもなく偉そうにコメントできる立場

にないのですが、それでも振り返ってみるとこの４年間に随分

沢山のネコ達や地元の皆さまにお会いできました。我が家の一

員になっているオスの茶トラも活動の中で出会っていますし、予

期せぬ幼馴染との再会や、ネコを通じた近所とのご挨拶なども

活動の中で得られたものです。 

一方で、活動がなければ訪ねる機会のなかったであろう場所

へ出向くと、港北区も随分広く多様な個性を持つ街があること

にも気づきます。 

これからも、皆さまのご支援をいただきながら末永い活動がで

きればいいと思っています。

左：手術前、右：手術後 

 

新しいおうち募集中です！ 



 公園で 10年以上付き合ってきたカウちゃんと星くんが管

理人宅で天に召され、公園は急に寂しくなりました。今は黒猫

４匹と昨年突然耳カットして現れたサビ猫の５匹だけになりま

した。寒さの中で全員体格よく、毛もつやつやしています。朝は

カラス、夜はタヌキが現れるので、エサを食べ終わるまで犬と一

緒に待ちます。暇なので公園を通る人たちと話し、ちょっとした

営業の時間となります。猫のエサやりへの理解、支えあう会の

宣伝、管理人の生業である福祉のボランティアへの誘い、ご寄

付をいただくこともあります。最近のエサ場のトップニュースは保

護猫の預かりボランティアを引き受けてくれた方と馬術競技のリ

タイア馬を引き取り休日は必ず預け先に会いに行き、感情豊

かな馬の余生を愛情深く見守っている方に出会ったことです。

落ち葉が夜露で凍り寒さもひとしおですが、心は温で豊かな気

持ちに満たされます。 

 昨年の６月から大倉山７丁目の緑道で 11 頭の猫たちにエ

サやりをしています。庭で増やしてしまった猫 27 頭に去勢・不妊

手術をしましたが、家が売却され更地となり猫たちはエサをもらえ

ず、移動したり弱って死んでしまったりしたのでしょうか、11頭だけ

がガリガリに痩せて家のあったところにいました。 

 20 頭の猫たちの手術に関わりましたのでほっておけず、エサや

りに取り組み始めたのでした。11 頭ですからご近所にも糞などで

迷惑をかけていると思い、横浜市動物愛護センターや港北区役

所にも何とか猫たちが市民権（？）を得て、近隣の方々の理

解をいただけるようにと相談しました。港北区役所生活衛生課

が猫たちの経緯と最終的には譲渡できるようにしていくことなどを

記したチラシを作り、町会やご近所に配布しました。連絡先も生

活衛生課と支えあう会・新堂を明記して、エサ場の横の掲示板

にも掲示されています。 

 毎晩のエサやり時にも、糞害にあっている人は我慢して下さって

いるのか直接の苦情はありません。11 頭の猫たちが緑道を通る

人たちに少しでもかわいく見えるように旭山動物園の行動展示

を意識して、100 円ショップの植木鉢皿を円に並べたり、一直

線に並べたりして食べさせています。先日、お皿を 12 枚一直線

に並べていたら、なんと一番はじでタヌキが食べていたのです。７

丁目は閑静な住宅街なのにハクビシンを見かけたこともありま

す。 

 仕事で疲れはて、公園や我が家の犬猫の面倒を見て、７丁

目の夜のエサやりはきついのですが、ガリガリだった猫たちの体格

がよくなり美形で、円陣や一列で食べている姿は壮観で妙な達

成感を感じることもできるのです。しかし、エサ代かかります。協

力者を呼び掛けても費用の事を考えれば誰も応じてくれないの

が現状です。かくして管理人は犬猫とわが身の食い扶持のため

に身を粉にして働くのであります。生きものにとっても皆々様にとっ

ても良い年でありますように。           

 

大倉山公園自主管理人   新堂泰江 

 

茨木のシェルターからやってきたルカちゃん（犬）は我が家に来て 9年、推定 11～12歳です。 猫の給餌中にカラスやタヌキが近づくと注意してくれます。 

協力 ラヴィ動物病院 
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リリース 10/24 

内 容 収入 支出 

手術、治療、投薬費  \141,000 

地元有志(指定)寄付 \13,000  

横浜市助成金 \50,000  

（小計） \63,000 \141,000 

当会からの支出 78,000円 

★横浜市助成金： 
1匹あたり 5千円。申請して 2 ヵ月後に振り込まれる。 

白黒 

♂ 
 

保 護 10/20 
手 術 10/21 

リリース 10/22 

白キジ 

♀ 
 

保 護 12/9 
手 術 12/12 

リリース 12/14 

白黒 

子猫 

白黒 

子猫 

ラヴィに委託 
(飼い主募集) 

投げかけ・・・ 
支えあう会が負担してい

る大曽根商店街の
TNR の費用は、右表の
とおりです。 

地域のノラ猫問題を解
決するために必要な費
用は、そもそも、誰が負

担するのか？最も公平
で公正な方法は何？ 
 

 

大曽根商店街 猫 TNR 取り組み状況（2018 年 10月～開始） 

白キジ 

♂ 
 

保 護 10/13 
手 術 10/15 

リリース 10/17 

三毛 

♀ 
 

保 護 11/25 
手 術 12/1 

ボランティア宅 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

活動の足跡 
 
 
●７月（2018年）  
・ ニュースレター発行 

●８月 
・ 大倉山 7 丁目猫の経緯と今後について港北区生活衛生課チラシ
作を作成して地域へ配布 

・ 梅林カウちゃんボランティア宅にて死亡 

●９月 
・ 梅林星くんボアンティア宅にて死亡 
・ 師岡町未手術野猫についての相談、捕獲機貸し出し 

●１０月 
・ 下田町飼い主のいない猫の保護についての相談・保護応援と捕獲
機貸し出し 

・ 新吉田町施設より飼い主のいない猫の相談・ＴＮＲの応援・捕獲
機貸し出し手術（いなば動物病院・費用は相談者が負担） 

・ 大曽根商店街飼い主のいない猫の相談・ＴＮＲ実施 8 頭不
妊・去勢手術（ラヴィ動物病院） 

●１１月 
・ 大曽根商店街 1 頭保護・手術のため体重増加を待つ（ラヴィ動
物病院） 

・ 大曽根商店街子猫2頭保護・ラヴィ動物病院へ委託（ラヴィ動物
病院） 

・ バディ動物病院バデイプロジェクト譲渡会へ参加・飼い主募集中 

●１２月 
・大曽根商店街猫 9 頭目 11 月保護猫不妊手術（ラヴィ動物病
院）ボランティア宅預かり 
・大曽根商店街猫 10頭目不妊手術（ラヴィ動物病院） 
・新吉田町にてエサやりしている猫のＴＮＲ相談・応援 4 頭手術
（いなば動物病院・費用は相談者が負担） 

 その後は相談者が取り組みを続ける・捕獲器貸し出し 
・大倉山 7 丁目のボランティアが取り組んでいるエサ場に現れた猫の
去勢手術 

 編編集集後後記記  
今回は、初めてニュースレターを印刷に出してみました。いつも、自分で用紙を用意して、直前まで原稿を校
正して、経費の安いリソグラフ印刷をしてきました。せっかく可愛い猫の顔写真を載せて、記事を書いたり、
飼い主募集をしようとしても、どうしても、単色・リソグラフには限界がありました。また、今回は、新しく
WEB の寄付サイトを構築しました。併せて、家で不要になった洋服やバッグ等が寄付になる仕組み（ブラン
ディア）も利用できるようにしました。是非、ご協力お願いします。また、感想等お聞かせ頂ければ幸いです。 
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 

6月末繰越金 341,133 

寄付金 428,500  

会 費 2,000  

雑 収 16,152  

医療費  458,300 

消耗品費  26,899 

通信費  12,300 

印刷費  335 

雑費  3,134 

小計 446,652 500,968 

残高 286,817 

 

会計報告とお礼 
   2018年 7月～2018年 12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。 

10 周年を迎え、地域の皆様からの寄付を主な活動資金源としてき
た「こうほく・人と生きもの・支えあう会」は、病気の猫の保護や、TNR
から、TNRM、そして、地域猫活動へと活動を拡大するためにも、よ
り広範囲からの寄付を募る必要があると考え、インターネットの寄付
サイト「Syncable」に登録しました。 https://syncable.biz/ 
これにより、クレジット決裁（VISA・Master）で、寄付を受け付け
ることが可能となりました。是非、地域の猫問題のためにご支援よろ
しくお願いします。 

【手順】  （お名前、住所等の入力が求められます） 
① Syncable の「こうほく・人と生きもの・支えあう会」のサイトに行く 
② 支援する！の丸いボタンをクリックする。 
③ 吹き出しで出てくる選択肢を選ぶ 

●年会費会員になる→毎年、4月 15日に 500円引き落とし 
●洋服・ブランド品で寄付→段ボールを注文し中に入れて送る 
●クレジットカードで寄付する→単発 or マンスリーを選択 
                 （500円～設定できます） 

【会費・寄付金振込先】 
三菱東京 UFJ銀行 大倉山支店 普通 0008270 
郵便振替 00270-6-54901 

こうほく・人と生きもの・支えあう会 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

支えあう会の寄付サイト  洋服・ブランド品で寄付 

                （中綴じの手順を参照） 

よろしく 

お願いします。 

mailto:gotonaomi419@gmail.com
http://sasaeaukai.blog17.fc2.com/
http://sasaeaukai.web.fc2.com/

