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EEppiissooddee  II  「「約約束束とと別別れれ」」                            新新堂堂  泰泰江江  

  
 

2 匹の猫たちを残して、102 歳の加藤さんが
亡くなりました。数年前からゴミだしをお手伝

いしていた私に、加藤さんはご自分が亡き後の

猫たちを頼むと度々おっしゃいました。そのた

びに猫さんたちのことは大丈夫ですから猫さん

たちのためにお元気でいらしてくださいと話し

ていました。  
 8 月のその日から残された猫たちに毎日餌を
やりにいき、10月になりそろそろ大家さんが家
を引き取るという時に、加藤さんとの約束を実

行しました。猫たちとはある程度信頼関係が出

来ているのでいっぺんに 2匹連れて帰るつもり
でしたが、はやる気持ちが猫たちの警戒心を呼

び起こし、なかなかつかまえることができませ

ん。主なき暗い庭で「加藤さん、あなたとの約

束を守るために私はきています。どうか猫さん

たちをつかまえさせてください！」と祈るよう

に心の中でつぶやいていると、母猫ブチがキャ

リィの中にはいりました。 
 翌朝、やんちゃな娘猫チイは簡単にはつかま

えることが出来ないので捕獲器を用意しました。

警戒してなかなか入らないので用事を済ませて

もどると、チイが捕獲器のなかで暴れていまし

た。ママのところに行こうと誘拐犯のように声

をかけながら連れて帰りました。後肢麻痺の猫

と超高齢猫が暮らしているシェルター部屋に 2

匹を入れました。窓にフェンスを取り付け、ト

イレも餌も寝床も出窓に置き、高いところだけ

で生活が成り立つようにしました。バラバラに

隠れていた 2匹は、3日目に互いを確認して一
緒にいるようになり、3 週間たった今は床にも
降りてくるようになりました。お庭の前に梅林

がひろがる加藤さんのお宅で自由にしていたブ

チとチイがシェルター部屋だけで生活するのは

かわいそうですが、徐々に他の猫たちに会わせ、

家の中での行動範囲を広げていくつもりです。

元気な成猫を引き取る時は細心の注意が必要な

のです。 
 加藤さんは奥様亡き後100歳を過ぎてもヘル
パーさんの支援を受けて立派に一人で暮らし、

ゴミの曜日を間違えることもなく、花を育て、

支えあう会のニュースレターをご覧になり寄付

もしてくださいました。ブチとチイがずっと家

庭で過ごせるよう願い、私に託されたのでした。

最後の日の朝もゴミを取りに行きお庭から手を

振る私にソファに腰かけ会釈を返してください

ました。☺ 
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『『わわがが町町ののププラライイドドＩＩ』』  ババデディィどどううぶぶつつ病病院院・・坂坂口口先先生生          後後藤藤  尚尚味味  

  

 
  

 

５年前から「バディどうぶつ病院」を開業し

ている獣医師の坂口先生にお話をうかがった。 

 エルム通りを５～６分程歩くと、ガラス張り

の院内にケージが置いてあり、里親募集中の子

猫らが遊んでいる姿が見える−これがバディど

うぶつ病院。毎日、通りがかりの親子連れや動

物好きが、ガラス越しに視線を交わしている。 

 私たち「こうほく・人と生きもの・支え合う

会」の会員の間でも、保護した地域猫の不妊・

去勢手術等で坂口先生にはお世話になっている。 

 

『2009年は持ち込まれた子猫の数は 30頭近く

に上るが、飼い主の見つかる確立は100％です』 

なんと言ってもバディどうぶつ病院の強みは、

通行人から目につく場所に、本物の愛らしい子

猫の姿を見せられるという立地条件である。 

『持ち込まれる子猫は、捨て猫よりも、もとも

と野良の母猫が産み落とした子猫が多いです』

また、『猫は放っておくと１年に２回から３回出

産し、１回に生まれる子猫が５匹だとして１匹

の母猫から、１年で10～15匹に増えてしまいま

す。さらに、子猫は１年で繁殖可能となります』 

実に耳が痛い話であるが事実である。子猫は

捕獲しやすいし、可愛いので多く持ち込まれる

が、実は母猫の手術の方が、重要な鍵を握る。 

『地道に、１匹ずつ親猫を捕獲しては、手術を

していくしかないのです』と坂口先生は言う。 

 保護された大量の子猫たちを、必至に飼い主

を探し、送り出して「ホッ」とするのも束の間、

たった一匹の取りこぼしは、また新たなドミノ

の始まりを意味する。 

 地域猫の活動については、『地域には、猫が苦

手な人も共存していることにも配慮しなくては

ならない』と先生はおっしゃった。 

「地域猫」は、あくまでも臨時措置であって、

究極の解決策ではないことを改めて認識させら

れた。  

  
 
 
 

     
 
 
 

バディどうぶつ病院の大奥、 

コマイケル（メス）は、野良でし

たが、年をとってきてうずくまって

いるところを保護されました。 

飼い主募集中 
 
無反応で、愛想もなく、療養中

の身ですが、１日 2 回の食事

は、大好きで、ゆっくり残さず食べ

ます。 

病院の奥のケージでは日も照り

ません。安心して暖かい場所で

お日様に当りながら、残りの猫生

を送らせてあげたいとの理由から

かなりのプロフェッショナル仕様で

すが、ダメもとで、日の照る部屋

持ちで、穏やかな家庭の飼い主

さん募集しています。 

飼い主募集中 
 
現在、バディどうぶつ

病院で飼い主募集

中の子猫は、 2 ヵ月

半のチャトラ猫です。 

とっても元気で、遊び

好きの男の子です。 

このコーナーでは、港北区を中心とした町で活躍する人物を取材して、町の誇り（プライド）として紹

介します。町の動物のお医者さんや、ボランティアさんなど順次取材していきたいと思います。 

 取材先： バディどうぶつ病院 坂口佳子先生☺ 

        ＴＥＬ：045-542-2005 

休診日は、日曜・祝日と水曜の午後 

一時預かりのボランティア登録者募集！ 
 

「こうほく・人と生きもの・支えあう会」では、新しい飼い主が見

つかるまでの間、一時的に猫を、預ってくれる 

ボランティアさんを探しています。 

 今すぐ必要なわけではありませんが、捕獲して手術を済ませた

猫の中で、飼い主が見つけられそうな猫については、お願いする

ことがあります。 登録しておいて頂けると幸いです。 



 
 

 

酒酒屋屋のの看看板板猫猫「「ジジャャンン－－ポポーールル・・鈴鈴木木」」君君              最最賀賀  衣衣子子  

  

綱島街道から熊野神社に向か

う道を曲がったところにある、酒店とクリーニ

ング店を営む「鈴木酒店」には、ご近所で評判

の猫社長がいる。名刺もちゃんとこさえてある。

その名も「代表取締役社長 ジャン－ポール・

鈴木」。酒屋の社長らしく、世界最高のコニャッ

クと言われる、“カミユ”で知られるカミユ社の

4 代目社長ジャン－ポール・カミユ氏からとっ
て、娘さんが命名したと言う。今では、お店に

来るお客さんや、隣にある障害者地域活動ホー

ム「ともだちの丘」に通う利用者さん達からも、

親しみをこめて「ジャン」と呼ばれている。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
8 年前、当時“掌サイズ”だったジャンは、気
付いたら店先の段ボール箱の上で鳴いていたと

言う。奥さんはしばらくの間、店内で段ボール

箱に入れミルクをあげながら、飼い主を募集し

ていたが見つからず、結局、そのまま鈴木家の

一員となった。 
その後、ご家族の愛情に見守られてすくすくと

成長し、現在の体重は何と 10キロ！以前飼わ 
れていた雑種犬のハチ君や、その後、家族の一

員となったチワワのアメリちゃんや、ご近所の

ワンちゃんともすぐに仲良しになる、その穏や

かな性格と、猫好きにはたまらないふくよかな

美男子ぶりが評判となり、お店の看板猫となる。 
特技は飼い犬もビックリの「お手」。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
奥さんが「ジャン、お手は！」と掌を差し出す

と、その可愛い前手をチョイと乗せる。自分を

犬と思っているのだろうか？お店のカウンター

にその可愛らしい姿を見つけると、とても幸せ

な気持ちになる。頭や背中を撫ぜても、される

がまま。奥さんがジャンのために作った小さな

枕に頭を乗せて、リラックスした姿でお店番を

することもある。「時々、店に入ってきてジャン

を撫ぜ、何も買わずに出て行く人もいるのよ」

と奥さんは笑いながら話してくれた。 
 

取材： 鈴木酒店（大倉山）  

港北区太尾町２０－１７ 

 

     
 

 

  

店番をするジャン君 

お手をするジャン君 

 お知らせ  

皆さんの周りにいる自慢の「看板猫」を、是非、 

ご紹介ください。 お待ちしております。 



 
みなさまの暖かいご支援のお陰で、一年間の活動を無事に終えました。ありがとうございました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

        
ご寄附のお礼 

 

 「なんでも舎ケアサービス」さん「earthnet」さんなど、昨年の 7月

より個人や団体から合計 170,500 円のご寄付を頂きました。あり

がとうございました。 

給餌活動の餌代などはボランティア個人の負担でまかなってい

ます。頂戴したご寄付は猫たちの手術・治療やそれに伴う運搬

費のほか、通信・事務用品費、啓発活動に使わせていただきま

す。 

 「らくらく市」 のご案内 

日時： 11月8 日（日） 10：30～14：00 （雨天：11/15） 

場所： 港北図書館前広場 

内容： 約30 団体による、手作り食品やクラフト等の販売および、ものづ

くり体験やイベントが開催されます。 

 「earthnet」バザーのご案内  

日時： 12 月 13 日（日）  

場所： アートかれん 

内容： 手作りのお菓子や小物などを販売します。 

売上げは、動物保護の啓発資金となります。 

こうほく・人と生きもの・支えあう会 会計報告 （2008.7.20～2009.10.9） 
＜収入＞                                  ＜支出＞ 

繰越金 232,581   手術・治療費 192,333 16 匹 

会費 27,500   運搬費 2,820 タクシー利用 

寄付 170,500 個人・団体  事務用品 26,626  

補助金 3,000 神奈川捨猫防止会  通信費 21,300  

バザーなど売上 116,201   器具備品 12,800 捕獲器購入 

利息 92   参加費・会費・会場費 27,000 平和展・ノラ猫減らし隊・

かれん 

合計 ￥549,874   銀行手数料 210  

    合計 ￥283,089  
 

差引残高  ￥266,785 

活動の足跡 

2009 年                               

 5 月  

・ 急募していたタマハウスのキジちゃん、ワイちゃんに新しい

飼い主がみつかる。 

・ 綱島ボランティアへ捕獲器貸し出し。 

 6 月 

・ 大倉山 1 丁目にて子猫 5 匹保護。 

・ ひまわり公園存続を願う署名集め。 

・ 横浜市長へ署名簿提出（545 名の署名）。 

・ 大倉山 1 丁目三毛猫（ミーちゃん）不妊手術、プチ猫

（デロデロ君）去勢手術。 

・ 大曽根台ボランティアさんへ捕獲器貸し出し。 

 7 月 

・ 猫展ねこバザール開催（ギャラリーかれん） 

・ 大倉山 1 丁目サバトラ猫（ハナちゃん）入院治療。 

・ 大倉山 1 丁目の猫（チロチン）入院費用の協力。 

 8 月 

・ ひまわり公園・草取り参加。 

・  

 9 月 

・ 大倉山 3 丁目ボランティアさんの扱う猫の手術協力 

・ 野良猫の不妊手術費用の協力。 

 10 月 

・ 篠原北ボランティアさんへ捕獲器貸し出し。 

・ 大曽根台ボランティアさんへ捕獲器貸し出し。 

・ 亡くなった方の猫 2 匹保護。 

・ 迷い犬保護・飼い主さんへ引き渡し。 

 編編集集後後記記   
こうほく・人と生きもの・支えあう会のニュースレターがとうとう、２年目に突入しました。季刊を目指
していましたが、昨年は３号までしか発行できませんでした。今度は計画的に頑張りたいと思います。 
ニュースレターのご意見・お問合わせは、編集担当:後藤 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フファァイイ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ややささししいいままちちづづくくりり、、⑥⑥広広報報。。  
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。。  


