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EEppiissooddee  II  「「ノノララ猫猫ミミーーちちゃゃんんのの最最後後ののメメッッセセーージジ」」  

小小林林  ああやや  ・・  安安本本  健健  

  
 

長い間面倒を見

て来たミーちゃん

が旅立ちました。 

ノラ猫の平均寿命が僅か４、５歳なのにミー

ちゃんは１３歳と長寿を全うしました。 

かつて、ミーちゃんがいた新幹線ガード下付

近では、猫たちが虐待を受けていた。動物虐待

を罰する法律が今ほど整備されていなかった当

時は、猫嫌いの住民や興味本位による虐待行為

を抑止することは困難であった。当会会員の N

さんのご厚意で、ご自宅の敷地内に猫小屋を作

って頂き、そこで餌遣りを始めた。 

ガード下に住むようになる以前は、A さんの

アパートの２階に通じる階段で、のんびり寝そ

べっている光景がよく見られた。 

A さんは、個人的にボランティアで猫たちに

不妊・去勢手術をし、ミーちゃんを見守ってい

た。ところが、A さんの住むアパートが取り壊

されることになり、やむなく移転することとな

った。ミーちゃんの居場所だったアパートを離

れても、ミーちゃんを生涯面倒をみたいという

意思が強かった。そこで、地域猫活動を推進し

ている私たちの会の会員となって頂いた。 

今年は、夏の暑さが厳しかったため、ミーち

ゃんの仲良しのパンダ猫が歯槽膿漏を悪化させ

てやせ衰えてしまったので、支えあう会のメン

バーで、保護して、大倉山動物病院で抜歯治療

をお願いした。ひん死のボロ雑巾のような野良

猫ばかり運び込む我々の頼みを、茂木知子先生

は引き受けて下さり、１週間程の入院で無事に

パンダ猫は地域に帰還した。大好きなパンダ猫

を一週間も何処かへ連れて行ってしまった私た

ちにミーちゃんは、不信感を抱いた様だった。 

そんな不信感も忘れかけてきた頃、ミーちゃ

んの足下のふらつきが目立つようになった。心

配した Aさんが病院に連れて行き、点滴治療を

行なったが、既にかなりの高齢であること等か

ら回復が期待できないと言い渡された。 

どうせ長くないのなら、住み慣れた地域で、

大好きなパンダ猫の側に居させてやりたいと、

３日目に退院させた。それから一週間、ミーち

ゃんは少し元気を取り戻したようで、私を見る

と命の恩人と思ったのか？小走りで近寄ってく

るようになっていた。 

或る夜、A さんからの電話で「ミーちゃんが

居なくなった」と聞き、急いでいつもの場所へ

行った。２人で必死に探し続けたところ、ミー

ちゃんはお隣の家の縁の下にうずくまり、自分

の寿命を察していたようでした。 

ひっぱりだすと、かろうじてミーちゃんは生

きていました。A さんと交互にミーちゃんを抱

いてやりました。最期は Aさんが看取る中、穏

やかな終焉を迎えました。 

たかがノラ猫と思う方もいるでしょうが、ミ

ーちゃんの臨終を迎える姿の中に、一粒の神秘

「猫の性」を垣間見ることができました。☺ 

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 



  EEppiissooddee  IIII  

「「ののららねねここ親親子子押押ししかかけけ騒騒動動記記」」    土土屋屋  真真美美子子  
  
  
  

 痩せた猫が

縁側にやって

きて、おなかをすかせた様子に同情した私は、

うっかり我が家の猫の残り物をあげました。 
すると次の日になんと！彼女は２匹の子猫と

ともにやってきたではないですか！うっかり食

事サービスが、この暑い夏の野良猫騒動の幕開

けでした。 
もともと昨年から近所をウロウロしていて、

白黒だったことから密かに「ネガ」と呼んでい

た母猫はとても良いお母さんで、ご飯はまず子

猫が優先。お母さんだけで来るときは、せっせ

と子猫にご飯を運ぶ様子に、子どもの虐待事件

が続いた時期だっただけに、「ちゃんと子育てし

てるなあ」とほろりとさせられました。 
しかし、ほろりとしている場合ではない。ま

ごまごしていると、次の展開が目に見える、と

いうことで、以前から仕事でお世話になってい

る新堂さんと後藤さんに相談しました。「出来る

だけ早く、お母さんは捕獲して、手術」という

アドバイスはいただきましたが、全くの野良猫

を捕獲する技術は私にはありません。 
そこで、後藤さんがサポートに来てくれて、

鮮やかな手さばきで三匹を確保！急いでバディ

動物病院に運び、お母さんは即手術となりまし

た。子猫はまだ手術ができないので、とりあえ

ず、我が家の地下室に三匹を収納しています。 
しかし、根っから野良のお母さんと子猫は、

約八畳、半地下なので、くそ暑かったこの夏で

も、ひんやり涼しい部屋で、トイレと賄いつき

の環境なのに、「出せ！出せ」と騒ぎます。あん

まり騒ぐので、約２週間後にお母さんだけリリ

ースしました。すると、お母さんは自分がいた

地下室の子窓のところに行って、「子どもを返

せ！！！」と騒ぎます。中からは子猫が「おか

あさーん」と鳴くので、私が中から窓を開けて

やると、お母さんはさっさと戻ってきました。 
出戻ってきたお母さんと子猫との絆の強さに、

やっぱりほろりとさせられますが、我が家の箱

入り先住猫２匹は自分たちのテリトリーを親子

３匹に占領されていることに怒るし、狭い我が

家で５匹は無理だし、いろんなことを考えさせ

られる、くそ暑い夏でした。 
今でも３匹は地下室で「出せー」と叫び続け

ていますが、ちょっと触るとシャーシャー言う

し、ご飯の前には３匹で走り回って、サル山の

サルのようですが、まあ、それなりに可愛くな

ってきております。ですので、「誰か、もらって

ください」。☺ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

こうほく人と生きもの支えあう会 

活動の足跡 

2010 年                              

 ７月  

・大倉山一丁目猫（ミック）入院・抜歯治療（大倉山動物病

院） 

・こうほく・人と生きもの・支えあう会 チャリティバザール（18

日） 
 

 8 月 

・大倉山一丁目猫（みーちゃん）入院治療（大倉山動物病

院） 

・土屋猫（親子 3 匹）捕獲、不妊手術（バディどうぶつ病院） 

・交通事故猫の相談に応ずる 
 

 9 月 

・生まれたて子猫 4 匹保護（バディどうぶつ病院） 
 
★このほか会員さんが、飼い主のいない猫を持ち込み、不妊

手術を施しました。（横浜動物病院） 



  
  EEppiissooddee  IIIIII  「「アアムムロロとといいいいまますす」」            柏柏木木  香香哉哉子子  

 
 
4 月、アムロは交

通事故に遭ったと

ころを息子と友人に拾われ我が家にきました。 
身体は動けないのに、必死に「ッシャー！シ

ャー」と威嚇していました。救急病院の後、大

倉山動物病院に入院、退院後は引き取りました。

最初アムロはケージの隅で横たわるだけで、ま

だまだ生命の危機は続いていました。顎と口も

ケガをしているのでストローでお水をあげまし

た。最初おしっこは垂れ流しで手を焼きました

がそのうちちゃんと猫砂でできるようになり、

こちらの負担もうんと楽になりました。この間

もアムロは近づくと「シャッー！！」と猫パン

チ（すごい速さ！！）をあびせうちの家族も「ヒ

エーアムちゃんこわいー」とびびっていました。

2 か月も過ぎた頃、ストレスでしょうか、のど

の下からお腹にかけてすっかり毛がなくなりま

した。そこで今までよりも大きいケージにお引

っ越しすることにしました。上段は寝室、中段

は食事、下段はトイレです。お話すると長くな

りますが、 
引っ越しは 2 週間かかりました。その後はす

っかり毛も甦りこの夏は目隠し布のない中段に

いることが多く、触っても怒らなくなりました。

生来野良で何カ月も鳴かなかったアムロ、今で

は高い声でニャーオ↑と鳴きます。 
猫の会に助けていただいたこと、何かできな

いかと思い友人・知人に声をかけたところ賛同

者も多く今回の寄付につながりました。どちら

の皆様にも感謝の気持ちでいっぱいです。 
これからも地道な活動を応援しますねー☺ 

 
 
 

 
 
強烈な夏、管理人はフラフラしながらも仕事

とボランテイアに励んだ（自画自賛）。雨も少な

く、公園の地面はさながら干ばつのように地割

れをおこし、梅の木の土用芽もしおれていた。

台風の影響の大雨によって木々は生き返り、生

きものもしばしの涼をとることが出来た。 
 うだるような午後、池でカラスが大騒ぎを

している。十羽ほどのカラスたちが水浴びをし

て騒いでいるのだ。ここは妙蓮寺か綱島のプー

ルかと間違えるほどの騒々しさである。風通し

の良い南側斜面では、水浴びを楽しんだ数羽が

羽をふるわせて水をきり、のどかに毛づくろい

をしている。カラスだって暑い時には水を浴び

てさっぱりとするのだ。 
 

 ツガイやグループで行動しているカラスだ

が、たまに一羽でぽつんといることがある。ボ

ーとしてすぐ逃げないカラスは、たいてい１～

２週間後には落ちて死んでいる。最後は人の目

のあるところで終えるなんて人の暮らしに密着

している生きものなのか？ 
 疥癬のタヌキは全滅したのだろうか。7 月

下旬に健康な中狸を目撃したが、最近は見かけ

ない。昨年疥癬のタヌキが死んでいた梅林南側

斜面は隣接する某神社の意向か、二年も草を刈

らず見苦しいので公園事務所にお願いして久々

に刈ってもらった。 
 

（大倉山公園自主管理人） 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 編編集集後後記記   
早いもので、ニュースレター発行 3 年目に入りました。徐々に会員の皆さんに執筆いただけるようになり
ました。地域の看板猫情報や、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。。（（年年会会費費 550000 円円））  

種 類 ： 白黒（オス）   

年齢  ： 3 ヶ月くらい 

性 格 ： 元気な男の子です。 

ジャングルジムを飛び回るのが大好き。 

保護名 ： 子ポジ 

種 類 ： 白黒（メス） 

年 齢 ： 3 ヶ月くらい 

性 格 ： シャイな子。 

物陰に隠れてしまいます。 

保護名 ： 子ネガ 

お問い合わせは、土屋真美子まで 090-5827-7751 

こうほく・人と生きもの・支えあう会 会計報告 （2009.7.19～2010.9.9.） 
＜収入＞                                  ＜支出＞ 

繰越金 314,535   手術・治療費 215,240 15 匹 

会費 20,000   運搬費 2,730 タクシー利用等 

寄付 200,739 個人・団体  印刷・事務用品 17,827  

バザーなど売上 44,730   通信費 18,800  

    クッキーなど仕入れ 6,680  

    参加費・会費・会場費 13,000 平和展・バザー 

合計 ￥580,004   合計 ￥274,277  
 

差引残高  ￥305,727 
 

※ earth net さん、何でも舎ケアサービスさん他、合計 65 名の個人の方から、ご寄付を頂きました。ありがとうございます。 

わたしの大事な子供たちです。 
この子達を、どうぞよろしくお願いします。 
野良猫の精神を色濃く引き継いでいます。 
気長にトレーニングをして下さる方希望。 
（母：ネガ） 


