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  EEppiissooddee  II  「「猫猫版版・・忠忠犬犬ハハチチ公公物物語語」」              安安本本  健健  

  
 

今回紹介するホーム

レス猫「ミイちゃん」

が保護された場所は、

大倉山から新横浜へ向

かう途中にある鶴見川

の堤にあるブルーシー

ト小屋。 

堤はふだんから、犬の散歩の人々が行き交い、

ホームレスのおじさんが猫を可愛がっている姿

が確認されていた。 

或る日、忽然とおじさんが消えてしまった。

愛用していた自転車、小屋の中の家財道具、可

愛がっていた猫までそのまま置き去りにし

て・・・。 

その日から、ミイちゃんは突然居なくなった

ご主人を小屋近くで待ち続けた。 

昨年の暮れあたりから、鶴見川の堤を行き交

う心ある人たちが、飼い主の安否を心配しなが

ら、ミイちゃんに餌を持ち寄るなどして面倒を

みるようになった。 

ところが１月に入った雨の酷い日に、その小

屋近くにじっとしているミイちゃんが、いつも

と様子が違うのに気づき、当会会員の飯塚さん

の紹介でバディどうぶつ病院に入院することと

なった。 

ミイちゃんが病院にきた時、風邪から肺炎を

起こして、高熱が出て、鼻水、口内炎と、一時

は生死をさまよう重体であった。獣医さんの手

厚い治療と２日に及ぶ点滴と抗生物質によって

幸運にも回復に至ることができた。 

数日後、私が病院を訪ねて、はじめてミイち

ゃんと会った頃には、驚く程綺麗な姿となって

おり、先生の話では、「人慣れした、おとなしい

猫ちゃんで、きっと随分可愛がられていたと思

う、それに今年１歳になったかならないか位の

若い猫ですよ」と話してくれた。 

日頃、自分自身が地域猫活動で世話している

のが、ボロボロの野良猫ばかりのせいか、これ

がホームレス猫かと唖然！とした。何ヶ月も放

ったらかしにされていたのに、ミイちゃんがひ

たすら待っていた理由も分るような気がした。 

飼い主不在のミイちゃんの入院・治療費が嵩

んでしまったため、今は、当会会員の飯塚さん

の友人宅で一時預かりをしてもらっている。 

ミイちゃんを残していったホームレスのおじ

さんが戻ってきたとき、ミイちゃんを探すこと

を思うと辛い気持ちで一杯だが、彼は孤立無援

を好むタイプのようで、また同じような事があ

った時を考えると、ミイちゃんの幸せを優先す

るべきだということになった。 

ミイちゃんみたいな猫には、この先大事にし

てくれる優しい飼い主に出会って、幸せに暮ら

して欲しいと願っている。☺ 
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  『『熊熊本本市市のの動動物物愛愛護護セセンンタターー視視察察報報告告』』  大大山山ししょょううじじ（（会会員員・・横横浜浜市市議議会会議議員員））  

昨年１０月３０日、「熊本市

の動物愛護センター（ハロー

アニマル熊本市）」を視察する

機会を得た。熊本市では、平

成１４年に、獣医師会、動物

愛護団体、ペット業者、公募の市民等からなる

「熊本市動物愛護推進協議会」を設立し、市に

保護された犬猫の「殺処分ゼロ」を目指す。 
その年の内に、安易な犬猫の引き取りの断り

の強化（飼主責任の徹底）、成犬譲渡マニュアル

化、迷い犬情報の市ホームページでの積極的な

掲載等を行う。１８年には、「地域ねこ活動」を

開始、「所有者の判明しない猫の引き取り」につ

いて、所有者がいないことが確認できなければ

引き取れないこととした。また、譲渡前講習会

（週１回）もこの年に開始した。１９年には、

ガス（ＣＯ２）による殺処分を完全廃止し、犬

の個別管理も確立した。その結果、１４年度は

約５６％の殺処分率が、１８年度は８．５％、

２０年度は約１３％。全国平均が約９０％の所、

驚異的な実績をあげる。 

熊本市がこれだけの実績をあげているのは、

協議会が機能していることや、市民ボランティ

アの協力も大きいが、１番の理由は、職員が「飼

主の義務と責任」を明確にし、これらの取組を

徹底して行ってきたことにあると思う。これま

で、行政の「畜犬センター」（名前だけは「動物

愛護センター」だったりする）の仕事は、何の

疑いもなく「殺処分すること」とされ、大部分

の無関心な市民もそう思い込んでいた。「そもそ

も殺処分ゼロ運動を開始したのは何故か？」と

の私の問いに、所長は、「殺処分することが嫌だ

った。処分時の泣き声や音が耳にこびりついて、

職員もこんな仕事はやりたくない。」と言う。市

民からは「犬

殺し」などと

心無い言葉を

浴びせられ、

熊本市の職員

が最も行きた

くない職場の一つともされた。しかし今では、

職員が皆、処分のためにペットを持ち込む市民

に対し、飼主としての義務と責任について何時

間も説得をし、「我々の仕事は動物好きを増やす

ことではない。きちんと飼える人を増やすこと

なのだ。」と誇りを持って働いているという。 
売る側も買う側も、ペットを「生き物」でな

く「商品」として扱い、いらなくなったと言っ

て、簡単に捨ててしまう飼主が多い時代。横浜

市でも、熊本市の取り組みを見習い、野生鳥獣

から愛護動物まで、人と動物が共生できる住み

よい街をつくっていきたい。☺ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

こうほく人と生きもの支えあう会 

活動の足跡 

2009 年～2010 年                         

 11 月  

・ ニュースレター発行・発送 

・ らくらく市にてニュースレターとパンフレット配布 

・ 大倉山２丁目猫（ジュリエットちゃん）不妊手術一部補助 

 12 月 

・ 大倉山狸疥癬治療薬投与開始（３ヶ所約 9 頭・指導バ

デイどうぶつ病院） 

・ 大倉山公園白黒猫去勢手術 

・ アソカ幼稚園近くで保護された猫（アスカ）の治療費一部

補助 

・ 飼い主死亡の猫の新しい飼い主探し協力・会員が新しい

飼い主となる 

・ ひまわり公園猫（おとなトラ）新幹線下囲いより救出 

（港北消防署・ＪＲ東海の協力を受ける） 

 2010 年 1 月 

・ 大倉山動物病院より狸疥癬治療薬の寄付と指導を受け

る 

・ 狸への薬投与と見守り 

・ 大倉山一丁目の猫小屋（個人宅敷地内）の防寒対策 

・ 師岡町ボランテイアへ捕獲器貸し出し 

 2 月 

・ 大曽根台猫小屋防寒対策（大工さんの協力をいただく） 

・ 鶴見川ホームレスさん置き去り猫（ミィチャン）治療の一部

補助 

・ 大倉山ドキュメンタリー映画祭にてニュースレター・パンフ配

布 

・ ニュースレター編集・発行 

 

★このほか常時、犬や猫の新しい飼い主探しのポスター掲示に

協力して多数の犬や猫が新しい家庭をもつことができました。 



EEppiissooddee  IIII  

「「わわががタタママはは、、他他所所
よ そ

ででははトトララとと云云ううららししいい」」              南南  芳芳枝枝  
  
年末より少し早い、冬が始ま

る頃、大倉山の商店街の綱島街

道の手前あたりで、ちょこちょこと出てきては

道行く人におねだりをする猫が現れました。私

はそこを往ったり来たりする度に何回も、御飯

をもらっているその猫を見ていましたが、雉ト

ラの人懐っこいかわいいコなのになかなか飼い

主は表れないな、と思っていました。 
そしてそれから 1 週間くらいたったある日、

猫の話をしていると「そういえば、オス猫が欲

しいって言ってたよね。」ということになり、あ

の雉トラ君を保護しましょうと、あっという間

に決定。いつもお腹をすかしている(？)くいし
んぼう君だったので、捕獲されるのもあっとい

う間、そのままタクシーに乗ってトントントン

とうちの 3匹目の猫になったのです。 
家に着いてしばらくは、ケージの中から出さ

ない方がいいといわれ、その中で暴れる事もな

く過ごしていました。ただ他の猫が近くにくる

とフウーと怒っていました。部屋の戸を閉めて

出しても少しウロウロしてまた自分からケージ

へ入っていたので、私も油断をしてしまいまし

た。３日目の朝、そのまま行方がわからなくな

ってしまったのです。お腹がすいたら帰ってく

るだろうと思っていましたが、結局戻りません

でした。 
捜索が始まりました。探し猫の貼紙を見て

「第 3 公園近くで見た。」という連絡が入りま
したが、その辺を探してもみつかりません。そ

してバディどうぶつ病院からの電話で、ある方

がそれらしき猫を保護しているということを知

ったのです。 
さて、以下は安本さんからの話です。 
ある日、バディどうぶつ病院へ来た方が、駅

近くで雉虎の猫に甘えられて、前に飼っていた

猫に瓜二つなので保護したのだが飼ってもいい

かしらと相談。先生はすでに雉虎猫の事を聞い

ていたのでピンと来て、きっとあの雉虎猫だと

思い、大丈夫じゃないかしらと答えたとのこと。

何日か後、偶然その病院で雉虎猫と飼い主に会

ったが、おめかし猫に豹変してグッチのキャリ

ーに収まっていた。今までの事なんてすっかり

忘れている様子だった。 
と、めでたし♪めでたし♪ 
無事にいいお家で暮らしていると聞いて、ほ

っとした半分、寂しい気持ち半分。うちに居た

ら他の猫とうまくやっていかなくてはいけない

し・・・。どうか幸せに！ぷぅーとくん！☺
  

EEppiissooddee  IIIIII 
「「虐虐待待猫猫ののアアススカカ」」                                                          安安本本  健健

  
レモンロードにあるギャラリーかれんの壁に

は、ポスターが所狭しと貼ってある。１月中旬

「虐待猫・アスカ」のポスターが貼られた。 
アスカは、アショカ幼稚園の近くで発見され

たことに由来する。買い物帰りの親子連れに、

ご飯が欲しいとすり寄ってきた。そのとき、背

中は酷い脱毛に砂漠のような皮膚がむき出しに

なった状態だったという。 
保護されたアスカは、バディどうぶつ病院で

治療を受けている。背中には薬品か熱湯による

約 20cmの壊疽、左前肢および肉球の壊疽、両
耳先端の損失と診断された。 
三毛猫のメスで体重が 2.7kg、酷い貧血も併
発。推定年齢は５～６歳。人間に虐待されよう

とも、猫は人に頼るしか生きる道はない。 
現在、背中の壊疽はかなり小さくなり、左前

肢の肉球も含め回復、入院直後とは比べものに

ならない穏やかな生活をおくっているが、あと

１ヶ月は要治療が必要らしい。 
ポスターを見た方から、カンパを頂きました。

この紙面を借りて当会より感謝とお礼の意を申

し上げます。「ありがとうございます」☺  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

バディどうぶつ病院には、行き倒れ居候が３匹もおります。 

医療費飼育費カンパのお願いと、飼い主を募集しています。 

 

 

三毛 「あすか」 

避妊メス 

（推定 ５～６才） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

茶トラ白 「まごまいける」 避妊メス （推定１０才以上） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 前号で飼い主募集していた「こまいける」も、無事に、飼い

主が見つかりました。ありがとうございました。 

 
 
 
 

「なんでも舎ケアサービス」さん「earthnet」さんなど、昨年

の 11 月～2 月中旬までの間、個人や団体から合計

66,000 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。 

 編編集集後後記記   
今回は編集委員のほか会員の大山さんと南さんに記事を書いていただきました。今後も会員の皆さんや、
地域の皆さんとのコミュニケーションの接点となるニュースレターを心がけていきたいと思います。 
港北界隈の看板猫のお店情報や、近所で見かける狸情報などありましたら、是非、投稿ください。 
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//  
  
●●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。。  

 「犬と猫と人間と」 上映会のご案内 

日時： 2010年4月9 日 / 19:15～21:30 （入場 ¥1,000） 

場所： 都筑区公会堂 （茅ヶ崎中央 32-1） 

主催：横浜市都筑区動物適正飼育懇談会 

問合せ先：Buddy Dog http://www.buddydog.info/ 

背中、耳、足に熱湯

か薬品を、かけられた

ようです。 

一番大きい背中の傷

がまだ治りません。 

問合せ先： バディどうぶつ病院 

ＴＥＬ：045-542-2005 

休診日は、日曜・祝日と水曜の午後 

毛玉だらけ、ガリガリ、脱水状態で、保護されました。 

以前保護したこまいけると絶対血縁があると思います。 

孫マイケル    子マイケル 

済 
◆会場の地図◆  

 「ちいさな町のちいさな平和展」 

日時： 3月8日～13 日 11：00～18：00  

場所： ギャラリーかれん 

内容： 8団体による平和メッセージや、物品の販売等。 

    「こうほく・人と生きもの・支えあう会」も出展します。 

 

 


