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  EEppiissooddee  II  「「屋屋根根にに登登るる猫猫」」                    安安本本  健健  

  
 

猫好きの方でした

ら既にご存知かと思

いますが、猫は高い

ところに登るのが好

きです。特に寒い季

節には、日だまりを

求めて屋根の上で、

猫が日向ぼっこをする姿は良く見かける風景で

す。今回、紹介するナジュアは他所の屋根に登

って降りられなくなってしまった猫の実話です。 

今年の３月３日のひな祭りの日、地域猫とし

て面倒を見ている雉虎のメス猫ナジュアが、近

くの家の２階屋根から降りられなくなり、助け

を求めてニャゴニャゴと鳴いているではありま

せんか？ 

階下にはナジュアのお母さんとお兄ちゃんが

心配そうに見上げていました。さりとて俊敏な

猫のこと、てっきり家族の助けもあってすぐに

でも屋根から降りられるものと楽観視して見過

ごしていました。ところが、その後、いつ通っ

てもナジュアは屋根から鳴き続けていました。

どうやら、その鳴き方から、明らかに知ってい

る人を識別して助けを求めているようで、毎日

通勤に使う道ではあるものの何となく後ろめた

いような、心苦しい状況が続きました。 

そんな或る日、近所のご夫婦がナジュアに煮

干しを差し出しながら、屋根から下ろそうと必

死の格闘をしている場面に出くわした。今まで

後ろ髪を引かれながらも素通りしていた私も、

さすがに無視できずに協力したのですが、結果

的には、ナジュアは屋根の上でただウロウロし

ているだけで終わってしまいました。何とか降

ろしてあげたいと、木に登りかけたものの、不

安定でグラグラ揺れるし、木と屋根とを渡して

いる板は落っこちてしまうし、1回目の救出作

戦は無惨な結果となってしまいました。 

それからは意を決して、色々と考えられる策

を試みたにもかかわらず、全て失敗に終わって

しまいました。そこで支えあう会の新堂さん、

ベテランの飯塚さんのサポートで「屋根上野良

猫捕獲大作戦」を決行しました。 

町内会から長い梯子を借り、その屋根の背後

にある駐車場から梯子で救出する作戦です。さ

てどうなったのか？ 恐がりのナジュアは自ら

梯子から降りたではありませんか！まさに曲芸

に近い芸当です。無事困った猫の帰還と思いき

や、その後のナジュアは懲りずに6回も屋根か

ら降りられなくなり、長い梯子をつたわり帰還

する行動パターンを続けました。 

さて、最後に猫に関する疑問です。猫が高い

処から降りる時、頭から降りるのか、お尻から

降りるのか？ ナジュアは長い梯子を頭から降

りて来ました。駅そばの駐輪場にいる猫はフェ

ンスから降りる時、何時も頭からにするかお尻

からにするか迷っています。どうやら、降りる

のが下手な猫の典型行動がこの前か後ろか迷う

行動のようです。私たち人にとって、猫には理

解できないことが沢山あるようです。 

もしかすると、ただ単に、馬鹿な猫の特異な

一例なのかも知れません。☺ 
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      EEppiissooddee  IIII  

「「菊菊名名駅駅周周辺辺ののツツババメメ」」                            入入江江  勝勝通通  
  

六月一五・二二日、塾生の小学生のＨ君と、

菊名駅周辺ツバメの巣調査をしました。菊名駅

西口付近では、一昨年は跨線橋わきのＷクリー

ニング屋さんの緑のフードの中だけでした。毎

年カラス避けのビニールテープを何本も張って

あります。昨年は、私の勤めるＫ塾入り口と、

菊名子どもクラブの軒下に新しく巣が作られま

した。 
「あの二カ所はきっとＷのつばめだよ」とい

うのがツバメ観察ベテラン小学生Ｈ君の言。今

年は、わが塾の巣で、二組の子育てがあり、さ

らにＫ塾のすぐ斜め前の居酒屋さんの軒下にも

新しい巣が作られました。これはＫ塾生まれの

ツバメだろう。 
菊名駅東口では、駅そば

の O 薬局の雨よけフード
の中、手を伸ばせば届きそ

うなところに老舗の巣があ

り健在です。けれども歩道橋の階段裏と、すぐ

そばのタバコ屋さんの軒下に昨年あった巣には

ツバメが見あたりません。近くに移動したのか

と思い、探しましたが見当たりません。菊名小

の近くでツバメを見た、という情報をたよりに

菊名小に行ってみましたが、発見できませんで

した。もう巣立ってしまったのだといいのだけ

れど・・・。 （六月二二日）☺
  

  
こうほく人と生きもの支えあう会 

活動の足跡 

2010 年                         

 3 月  

・小さなまちの小さな平和展へ参加（ギャラリーかれ

ん） 

・平和展でバデイどうぶつ病院で治療中の虐待猫へ

のカンパを集める 

・大倉山梅林に現れた黒猫白ソックス（四白流星

猫）去勢手術 

・三井不動産レジデンシャル株式会社 へ閉鎖され

た「ひまわり公園」開放のための要望書を 5 団体で

送付 

・タヌキにイベルメクチン投与 

・高所から降りられない猫の救出（商店街の協力） 
 

 4 月 

・交通事故猫の入院治療と去勢手術 

・師岡町ボランテイアへ捕獲器貸し出し（手術費は

ボランテイアが負担） 

・タヌキにイベルメクチン投与 
 

 5 月 

・「ちびっこランド」玉城園長先生の交渉で「ひまわり

公園」の一時開放が決定 

・タヌキにイベルメクチン投与 

・リタイア盲導犬（カトリーヌ 11 歳）をボランティア宅に

引き取り 

・個人宅敷地内の地域猫小屋の屋根修繕（ボラン

ティア家族の協力） 
 

 6 月 

・大豆戸町ボランテイアへ捕獲器貸し出し（手術費

はボランテイアが負担） 

・タヌキにイベルメクチン投与 
 
★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。 

加藤元名人から学ぶ、 

地域に受け入れられる飼い主のいない猫の世話とは？ 
 

将棋の加藤一二三元名人が猫のエサやりについて住民から

訴えられ、敗訴したというニュースがマスコミを賑わせました。ま

わりの人とのコミュニケーションや環境への配慮が少し足りなか

ったのではと推察しますが、程度の差こそあれ猫ボランテイアな

ら地域の人から似たような反応を受けた経験があると思います。 

挨拶、丁寧な説明、清掃、味方（手伝ってくれなくても気持ち

で応援してくれる人）を増やすことが大切です。環境省でも自然

環境局総務課動物愛護管理室が2010年2月に策定した「住宅

密集地における犬猫の適正飼養ガイドライン」の中で、「Ⅴ地域

猫」として５ページにわたり詳しく地域猫の世話の方法を述べて

います。 （ｈｔｔｐ：//www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/） 

全国の先駆け的な自治体のガイドラインを参考にしてまとめ

たもののようですが、国も後押しをしているという心強さを感じま

す。でも一般にはほとんど知られていません。 

ガイドラインでは TNR 活動についても紹介しています。TNR 

活動は、地域猫活動の基本となる考え方で、飼い主のいない猫

の繁殖を抑え、自然淘汰で数を減らしていくことを目的に、捕獲

（Trap）し、不妊去勢手術（Neuter）を施して元のテリトリーに戻

す（Return）活動のことです。ボランテイアならあたりまえにして

いることですが、餌場には流れ猫もやってきて常に 100％とはい

かないのが現状です。 

しかしなによりもまず、生きものを捨てない・終生 

めんどうをみるということを啓発していかなければ 

なりません。 

７月１８日（日）のバザー会場に環境省のガイド 

ラインのプリントを少し用意しておきます。 



 
 
 
  

  

  

  

  

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
成長したカラスの雛がエサ

をせがんで鳴く声が聞こえる

ようになった。 
時代を反映してか、カラスも少子化だ。以前

は一ツガイに数羽の雛がいたのに、最近は二羽

くらいだ。大倉山記念館の雛は地面まで降りて

くるようになった。親が誘導して自分でエサを

とるよう躾ている様子だ。しかし雛は赤い大き

な口を開けて親からエサをもらおうとする。大

倉山梅林メタセコイアの雛は成長が遅れている。

一羽は落ちて死んでしまった。残った雛を親は

大切にしているので、通る人に対して攻撃的な

ようだ。ここには「カラスに気をつけて」の看

板がさがっている。 
犬を散歩させながら観察していると、男性諸

氏にカラスが枝に留まっているだけで追い払お

うとする人が多いようだ。怖いから（？）先に

攻撃するのだろうか、気の弱い犬が先に吠える

のと似ている。 
タヌキが減ってきている。管理人が見回りを

している所では一匹ずつしか現れない。薬の量

が難しく、疥癬がなかなか治らないようだ。 
ヤマユリが蕾をつけ始めた。7 月には美しい
花を咲かせてくれることだろう。公園事務所が

草刈で刈り取ってしまわないように注意が必要。 
６月２９日、今年もアオバズクが鳴き始めた。 
 
（大倉山公園自主管理人） 
 

日時：2010 年 7 月 18 日(日) 11：00～17:00 

場所：大倉山レモンロード「ギャラリーかれん」

（港北区大倉山 1-11-4） 

    東急東横線「大倉山」駅から徒歩２分 

内容：猫のアート作品、ペット用品、その他日用

品のチャリティ・バザーです。 

    リサイクルショップ、安売り会場ではあり

ません。チャリティの主旨をご理解の

上、ご寄付・ご購入いただけると幸いで

す。 

◆会場の地図◆  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 編編集集後後記記   
いよいよ恒例の猫展ねこバザールの開催です。直接、顔を合わせて話し合える機会ですので、是非おでか
けください。楽しい猫の商品もそろえてお待ちしています。 
本誌では、看板猫情報や、地域のちょっといい話など随時募集しています、是非ご投稿ください。 
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。。  

 
 
 
 

「（有）なんでも舎ケアサービス」さん、「earth net」さんは

じめ 10 名の個人の方々から 2010 年 3 月から 6 月までの

間に、46500 円のご寄付を頂戴いたしました。 ありがとうご

ざいます。 

 給餌活動のエサ代などはボランテイア個人の負担で賄

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

ともなう運搬費のほか、通信・事務用品費、啓発活動費

に使わせていただきます。 

種 類 ：ミックス犬（メス）  年齢：1 年位 

体 重 ：6kg   体長：40cm 

ワクチン：摂取済み   フィラリア：+ 

性 格 ：優しくて素直です。もの静かでイタズラなど 

     一切ありません。癒し系です。 

保護名 ：美冬（みふゆ）  

     山に放棄されていたところを 

     保護されました。 

種 類 ：ゴールデン系ミックス犬（オス）去勢済み 

年 齢 ：3 歳～4 歳位 体長：42cm 

ワクチン：摂取済み   フィラリア：+（薬投与中） 

性 格 ：陽気で素直。人慣れしている。 

保護名 ：ワサオ 

     山に放棄されていたところを保護されました。 

種 類 ：ボーダーコリー・ミックス犬（オス）去勢済み 

年 齢 ：3 歳位 体長：58cm 

ワクチン：摂取済み   フィラリア：+（薬投与中） 

性 格 ：元気でかわいい性格。名前を呼ぶとすぐ来る。 

保護名 ：レイク 

     山に放棄されていたところを保護されました。 

３匹とも お問い合わせは、射手矢（いてや）まで 携帯電話：090-9809-3338  


