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EEppiissooddee  II  「「ななよよちちゃゃんんとと MM のの悲悲劇劇」」                            安安本本  健健  

  
 

９月の中場頃、犬の散

歩道になっている鶴見川

の土手辺りで、散歩中の

犬が飼い主に瀕死の子猫

がいることを知らせた。

発見された子猫は痩せ衰

えて動けない状態だった。

子猫を保護した方はペット仲間と相談し、セン

ター南の動物病院に連れて行ったが、受付を断

られてしまった。巡りめぐって、当会のメンバ

ーがやむ無く引き取り、常日頃から当会がお世

話になっているバディどうぶつ病院の坂口先生

とスタッフの方々に一時的に世話を依頼した。 

生後３ヶ月位にも関わらず、まったく歩けな

い状態で、足がなよなよしていることから「な

よちゃん」と命名された。ひ弱なのは、足ばか

りでなく、お腹がシワシワな上、排泄も食事も

とれない状態であった。２週間の懸命な治療を

受けても、あまり回復の兆しがなかったものの、

かといって死にそうでもなかった。 

入院費用も嵩むし、直る見込みも無いことか

ら最初に保護した人から安楽死の申し入れがあ

った。しかし、既に必死の治療を 2週間も続け

てきたスタッフにとって、今更見捨てることも

できず、なよちゃんは病院で引き取ることとな

った。 

今はインターフェロンの治療が効いてきて、

随分元気になったものの、未だに体重は 820 グ

ラムと小さい。排泄ができないのは、誰かにお

しりを蹴られたせいではないかとの疑いがある

とのこと。現場を目撃したわけではないので、

断定は出来ないが、小さな命をみだりに粗末に

する行為がある一方で、必死に守ろうとする努

力も一方では存在している。 

時を同じくして、M の悲劇が起こりました、

茶虎のオス猫 Mはレモンロードの美容室の看板

猫でありながらも、飼われている猫ではなかっ

た。額に Mマークの模様があり、ファンも多く、

よく人に慣れている猫であった。しかし、人馴

れしていることが、逆に Mに不幸をもたらした。 

うずくまって動かなくなっている Mは、二日

経っても、三日経っても同じ場所にいた。この

ままでは死んでしまうと、思い余って、着てい

たダウンのジャケットの懐に抱き入れて、バデ

ィどうぶつ病院に連れて行った。 

酷い貧血と低温状態の Mに、点滴と保温のた

めのアンカが与えられた。 

よかれと思って施した措置は、毒物反応によ

る肝不全と脳神経からの発作によって、死に急

がせてしまう結果となった。どうやら Mは、毒

物を食べさせられていて、仮死状態だったのを、

揺り起こしてしまったようでした。寒い外で、

ひとり衰弱死をさせなかっただけましだと諦め

るしかない悲劇だった。 

これまたときを同じくして、M と同じ茶トラ

の我が家の元ノラ猫も、天国に召されました。 

悲しい出来事の多い秋です。
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「「タタママハハウウススののこことと」」            後後藤藤  尚尚味味  ・・  大大野野たたくくおお  
  
  
大倉山動物病院の敷地

には、動物病院のほか、

トリマー棟と、物置兼猫

のシェルターである通称

「タマハウス」がある。 
不妊・去勢手術のたに保護したノラ猫を、一時

的に預かる場所として利用していた。貰い手が

つかない猫が余儀なく長期滞在するうちに、人

馴れできない猫の定住場所になった。 
これまでに、タマハウスを取り壊すという計画

が何度か浮上し、その度に必死に飼い主を募集

しては、頭数を減らす努力をしてきたが、いつ

も数匹は残ってしまい、そしてタマハウスは取

り壊されずに存続した。 
人に慣れていない猫は、住むところが無くなれ

ばノラ猫に戻るか、安楽死のどちらかだ。 
こうほく・人と生きもの・支えあう会の会員宅

は、どの家も貰い手の無い猫を 10 匹前後抱え

ており、タマハウスのようなバッファーとなる

シェルターが地域に存在することは大変に有難

いことである。大倉山動物病院に感謝☺ 
 
「地域猫は地域の絆の証し」 大野たくお 
 

私は３年半前に横浜市会議員選挙で落選し、ひ

ょんなご縁でタマハウスの隣に引っ越してきま

した。地域に絆を創ることが私にとっての大き

なテーマです。 
タマハウスに住む猫たちのうち２匹は、いつも

うちの縁側で、ひなたぼっこをしています。時

間とともに日当たりのいい決まった場所に移動

して気持ちよさそうにしている姿を見ると、こ

ちらも癒されます。 
地域猫が幸せに暮らせるというのは、平和で繋

がりのある地域の証しでもあると思います。そ

んな場所が守られるようにしたいものです。 

 
 
 
今年もまたホームレスの川道さんが早朝に

銀杏を丁寧に洗って干す季節がやってきた。 
大倉山は落ち葉の甘酸っぱい香りにみちている。 

晴れた日には大倉山記念館横の坂から遠く

スカイツリーや東京タワーがよく見えて散歩の

人たちが楽しんでいる。 
さてわが愛すべき猫たちは、その坂から梅林

北口までざっと１２匹、時に喧嘩で傷つくこと

もあるがみな毛つやもよく肉体美を誇っている。 
この猫たちは大変用心深く、人や散歩の犬の

動向をよく見ている。知らない人には近づかな

い、怪しいそぶりの犬が来ると身を隠すなど、

日々の学習の成果が垣間見える。 
昨年８月に 102 歳で亡くなった方の猫二匹

を管理人宅に引き取り、シェルター部屋で注意

深くみまもっていたが、今年に入って管理人が

体調を崩した時に、娘猫（約８歳）が脱走して

梅林前の元の家に帰ってしまった。家はすでに

なく、駐車場になってしまったのに、猫はそこ

が自分の家と思っているようで、忠犬ハチ公の

ごとくご主人を待っている風情であった。この

猫チイは用心深く、簡単にはつかまえられず、

捕獲器を用意しても中には違う猫が入っている

始末だ。管理人は咬まれて一週間手が腫れ、仕

事に支障をきたした。猫名人の石垣典代さんに

協力していただいたが失敗に終わり、暫く様子

を見ていることにした。母猫ブチ（12~13 歳）

はすっかり管理人宅になじみ、おとなしげなの

に気丈で、先住猫たちと対等にふるまっている。 
チイは元の家の所でエサを食べていたが、梅

林メタセコイヤの所の猫たちに合流して食べる

ようになった。だんだん管理人宅に近づいてく

ると期待していたところ、10 月末に梅林至近の

猫飼育大先輩の松崎邸へ侵入した。お庭の向き

が元の家と同じで、ぬれ縁にはいつ猫が寝泊り

してもよいようにハウスが用意されている。チ

イはもうここを離れまいと決意したようだ。11
月初め、しばらく姿が見えないチイのことを心

配していた管理人が二匹の犬と松崎邸の横を通

ると、「ミャオ」と呼びかける猫がいる。チイだ。

「しめた！ありがたい」と管理人の心の底から

喜びが沸き起こった。松崎ご夫妻には先住猫と

の調整などで大変ご迷惑をおかけするが猫のこ

とを本当によくわかる方々の家に転がり込み、

チイにとってこれ以上の幸せはないと思ってい

る。その後、チイは賑やかな犬たちと管理人が

お宅の横を朝夕通ってもまったく姿を見せない。

あの時は一応、転居の報告をしてくれたのだろ

う。きつい態度に似合わない、義理堅い猫だ。 
（大倉山公園自主管理人） 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

2010 年度の会費の納入のお願い 

こうほく・人と生きもの・支えあう会は、7 月のバザーの日が期末となり、8 月から新年度となります。2010 年度に

なってからの会費をまだお納めになっていない賛同会員の方がいらっしゃいましたら 500 円の年会費をよろしくお

願いいたします。 

 

●納入方法： 

① 500 円相当の切手でも受け付けます。 

切手はニュースレター発送に使うので、80 円切手 6 枚を封筒に入れてお送りください。 

送付先：〒222-0004 横浜市港北区大曽根台 22-14 新堂方 

「こうほく・人と生きもの・支えあう会」まで 

 ② 銀行口座へ振込み 

   三菱東京 UFJ 銀行 大倉山支店（店番 308）口座番号 0008270 

   「こうほく・人と生きもの・支えあう会 会計係 後藤奈穂美」まで 

「「「なななよよよちちちゃゃゃんんん基基基金金金」」」カカカンンンパパパのののおおお願願願いいい！！！   

 
 

エピソードIで紹介されていた「なよちゃん」です。

インターフェロンを投与して、だいぶ元気になってき

ましたが、１人で食事も排泄もできません。 

 子猫らしくなく、ガリガリにやせ細ってしまっていま

すが、喉をゴロゴロ鳴らして甘えてきます。検査の

結果、猫エイズや白血病などの検査結果は全てマ

イナスだそうです。 

 自力でご飯と排泄ができるようになれば、飼い主

を募集したいと思います。 

まだ、暫くは、バディどうぶつ病院に入院が必要

です。 

お気持ちだけでも結構です。カンパをお願いい

たします。どうぞよろしくお願いいたします。 

なよちゃんカンパ金は、上記会費と同じ方法で

受け付けます。なよちゃんカンパとご指示ください。 

こうほく人と生きもの支えあう会 

活動の足跡 

2010 年                         

 9 月  

・大倉山梅林の星くん、シッポを咬まれ赤むくれとなる。 

なめることの出来る場所なのでみまもる。全治一ヶ月。 

・ひまわり公園がマンション建設のため、塀で囲まれる。 

 ボランティアがエサやりに苦労する。 

 

10 月 

・梅林北口に健康な狸出没。 

・鶴見川の弱った子猫ナヨをボランテイアがバデイどうぶつ病

院へ持ち込み。 

・大倉山１丁目猫小屋の冬備え。 

・大曽根台猫小屋も冬備え。 

・鹿島市の射手矢さん保護犬のポスター作りと掲示協力。 

・梅林近くの青年から猫が車に乗ると苦情。エサやりの中止

を求められる。超音波器具の貸しだしで対応。 

・大倉山レモンロードのプリンス、バデイどうぶつ病院に入院。 

 

11 月 

・ナヨとプリンスの治療・入院費一部を支払う。 

・プリンス死亡。 

種 類 ： 白黒（メス） 
年 齢 ： ６ヶ月くらい 
保護名 ： 子ネガ 
だいぶ人に慣れてきて可愛
くなってきました。 
問合せ：090-5827-7751 

土屋真美子まで 

今は、なよなよですが、 
元気になります！ 
ご協力お願いします 



 
 
コンビニと資材置き場を往復して生きていた野良犬が、8 月 25 日に子犬を産みました。母犬は育児

を放棄してしまったため、衰弱した子犬を保護しました。生涯責任を持ってかわいがってくださる家

族を探しています。完全室内飼を希望。どの子犬も譲渡前にはワクチン・駆虫をすませます。 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 編編集集後後記記   
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））  

問合せ：090-9809-3338 射手矢（いてや）まで 

携帯メール：kashima.aigokai1995*Softbank.ne.jp (*を@にして送信してください) 
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8 ヶ月 メス ポチ子 2 歳メス チャオ 2 歳オス かつお君 2 歳オス 


