
 

こうほく・人と生きもの・支えあう会 

 

ニュースレター  第３巻・第 4号  発行；2011年 夏号 
 

 

 

 

 

 

 目次  

 Episode I 「震災と猫」  安本 健  .................................................................................................................. p.1 

 Episode II 「人と地域猫のきずな」  麻生 愛美 ....................................................................................... p.2 

 活動の足跡 （2011.3~2011.7） ......................................................................................................................... p.2 

 大倉山公園自主管理人日誌 ................................................................................................................................... p.3 

 動物愛護法改正にかかる署名のよびかけ・なよちゃん募金 .............................................................................. p.3 

 飼い主募集   ................................................................................................................................................................ p.4 

  

  

EEppiissooddee  II  「「震震災災とと猫猫」」                          安安本本  健健  

  

 

３月１１日の大震災の日に、

みなさんは、どこでどう過ご

していましたか？ 

あの揺れと恐怖感は未だに皆様の記憶に新鮮

に残っているのではないかと思います。 

そのとき、我が家の猫たちは、繰り返す余震

の中、明らかに普段とは異なる行動を示してい

ました。ベランダで外を眺めていた雄猫は一目

散に家の中に逃げ帰り、長老猫はテーブルの下

に潜り込んだ。猫は、避難訓練を受けていない

のに、どうしてテーブルの下に隠れることを知

っているのだろうか？不思議である。 

暫く経ってから、ほかの猫たちの安否が気に

なり、近所の地域猫たちや、バディどうぶつ病

院に保護されている虐待を受けた猫の「アスカ」

と「なよちゃん」の安否を確認しに出かけた。

地域をひととおり巡回し、概ねみんなの無事が

確認できたので、「猫は災害に対して順応性が高

い生きものなのだな」と思って安心していた。 

ところが、その後、偶然近所のスーパーで出

会ったバレイの先生から、「地震の恐怖のせいか、

茶虎のピーちゃんが居なくなってしまった」と

いう話を聞いた。ピーちゃんは、バレイ・スタ

ジオの外で飼われているとても優しい性格の茶

虎の猫だった。慌てて逃げたにしても、猫の足

で行ける範囲などたかだか知れていると思うの

だが、それでもピーちゃんは未だに戻って来て

いない。無事でいてくれると願いたい。 

もう一つ、テレビで見た震災にまつわる被災

地でのペットの話を紹介したい。震災直後から、

避難生活を余儀なくされた福島のご家族が、一

ヶ月が経過したときに、一時帰宅を許された。

家に残してきた猫は、もしかすると、もう死ん

でいるのかも知れないと思いながらも、飼い主

は猫の好きな餌を用意して持っていった。 

すると、どうだろう・・・なんと猫はじっと

家で待っていて、飼い主との再会を果たしたの

だ。人と生きものとの絆は思いのほか強いのだ

と実感すると同時に、再開のシーンを見て、思

わず感激の涙がでた。 

避難所にペットは連れて行けないので、その

猫はその後、どうなったのか気になっている。☺ 
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      バザーの日程変更のお知らせ 
 

例年 7 月の海の日に開催していたこうほく人と生きもの

支えあう会のチャリティバザーですが、猛暑のためスタッフ

のみならずご来場者の皆さまの体力を考慮して、今年

は秋に日程変更することにいたしました。 

2011 年 10 月 9 日（日）開催予定です。 

また、本ニュースレター秋号でご案内いたしますので、献

品等ご用意ありましたら、ご協力お願いいたします。 



EEppiissooddee  IIII  「「人人とと地地域域猫猫ののききずずなな」」            麻麻生生  愛愛美美  
  
  

初めて公園にいる猫の姿

を見たのは数年前のことだ。

初夏の夕暮れ時、買い物に向か

う道すがら、公園に生い茂った草の中で数匹の猫

がじっとしていた。 

テュッテュッと舌を鳴らすと一瞬私の方を向

くが、すぐに「違うな」というふうに顔を元に戻

す。猫たちは文字通り、人待ち顔でそこにいるの

だろう。夕暮れ時にふっくらした体型の猫が数匹

集っているのだから、ここらにはちゃんとゴハン

をくれる人がいるに違いない。人気の少ない公園

やその通り向かいの廃墟らしい団地は猫たちに

とって格好の棲みかであろう。そんなことを思い、

安心してその場を離れた。 

 それからしばらくして公園が閉鎖され、団地も

取り壊しが始まり、猫たちの姿を見かけなくなっ

た。たまたまタイミングが悪くてお目にかかれな

いだけなのか、それにしても急に棲みかを失くし

た猫たちにどこか居場所はあるのだろうか。時折

その場所を通る度に気になっていた。 

 きっかけは、動物病院に置いてあった「こうほ

く・生きもの・支えあう会」のニュースレターだ

った。「地域猫の餌やり当番の募集」という記事

を目にした瞬間、ピンときた。これであの公園の

猫たちに会えるかもしれない、と。 

 今年の 4 月から週に一度、大倉山の地域猫たち

の餌やり当番になった。餌やり場は 3ヶ所あって、

新参者の私に心を許してくれる猫はまだ少数。 

閉鎖された公園近くにある小さな空き地が、か

つて公園を棲みかとしていた猫たちの餌やり場

で、茶虎、三毛、白地に黒斑、デロデロ君の４匹

が常連だ。 

茶虎と三毛は人懐こく、すりすり甘えてくる。

白地に黒斑の猫は、まだまだ警戒心旺盛で一定の

距離を保たないと難しい。デロデロ君は、だいぶ

心を許してくれているようで、すぐ傍まで来るが

触らせてはくれない。このデロデロ君、顔がよだ

れや目やにでデロデロに汚れていて（だからデロ

デロ君なのか）、体全体の毛もばさばさしていて

見るからにノラ猫然とした風貌。第一印象では気

の強いボス猫かと思いきや、接してみると、とて

も気のいいヤツなのだ。 

餌やり場に猫たちが集まると、猫同士ゴハンの

前に顔や体をすりつけ挨拶しあうが、デロデロ君

は情深いのか、他の猫たちがゴハンを食べ始めて

もしばらくの間、顔と体をすりつけ何度もゴロス

リする。勢い余って傍にいる私の足にも間違って

ゴロスリして、その直後に触れてしまったことに

びっくりして私から離れることがある。自分から

すり寄ってきたくせに、慌てふためく姿がなんと

も可笑し可愛い。餌やり冥利に尽きる瞬間だ。  

もう一つ、思わずほっこりとなったエピソード

を。大倉山駅近くにサードという名の雄猫がいる。

とある物置の上がサードの寝床で、近くで名前を

呼ぶとハウスから降りて姿を見せてくれるとい

う話を聞き、餌やり当番の帰り道、ハウス近くに

行ってみた。しばらく名前を呼ぶと、サードがす

たすたと私の前に現われる。ところが、私の姿を

みた途端、一瞬固まって慌てて物陰に隠れてしま

った。親しげに名前を呼ばれたから心許して出て

きたものの、名前を呼ぶ主が、いつもゴハンをく

れる I さんではないのにびっくりして戸惑ってい

るというわけだ。なんとも申し訳ない気持ちにな

りながらも、そのへっぴり腰の間抜けな様子にく

すりと可笑しくなる。いくら猫撫で声でサードと

呼んでも一向に近くに来ない。そこに、タイミン

グ良く I さんがゴハンを持って現われたので、サ

ードは助かったとばかりに一目散に I さんの足元

に駆け寄りゴロスリをはじめた。I さんとサード

の信頼関係が微笑ましくも羨ましい。同時に、地

域猫たちの人を見極める賢さに、世知辛い世の中

を生き抜くための逞しい叡智を感じて安心する。

☺ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こうほく人と生きもの支えあう会  

活動の足跡 

2011 年                          

 3 月 ・ 小さなまちの小さな平和展参加 

 4 月 ・ 大倉山一丁目猫「ミック」治療 

・  大倉山一丁目新ボランテイア登場 

 5 月 ・ひたすら地域猫の餌やりと健康管理に気を配る日々  

 6 月 ・ 大曽根台ボランテイアへ捕獲器貸し出し 

      ・大倉山一丁目猫「デロデロ君」投薬 

      ・鹿島愛護会犬の飼い主探しポスター協力 

 7 月 ・ニュースレター発行・発送 
 

★（有）何でも舎ケアサービスさんほか、おおぜいの方々から会

費や寄付をいただきました。 



 

 

 

 

真夏と梅雤が行ったり来たりの日々です。雤

降りのなか、元気なのはウグイスです。姿はさ

っぱり見えませんが、よく通る鳴き声は雤音に

負けず、梅林に響き渡ります。大倉山では 3 月

から 8 月までウグイスが活発です。それに比べ

て、カラスは近頃少子化がすすんでいるようで

す。毎年、数箇所で雛を確認していますが、今

年はどこも一羽ずつしか確認できていません。

身体は親くらいになっていますが、まだ高い枝

で変な声で待っていて、地面には降りてきませ

ん。10 年前は一つがいに数羽、少し前には２～

３羽確認できていましたが、今年は管理人が見

る限りどこも一人っ子のようです。今朝（7/1）

親に促され、ネコの餌場に降りてきた子ガラス

がいました。思わずネコに気をつけてと声をか

けました。梅林に山ユリが咲く頃になると、子

ガラスが不器用に食べ物をついばむようになり

ます。親は注意深く見守ります。 

「梅の実をとらないでください」との看板が

目に付きます。梅まつりに参加する商店街の人

たちが優先的に採集するためのようです。一般

市民は一人年間 900 円も市民税と一緒にみどり

税を横浜市に納めているのだから、市民にこそ

採集する権利があるのではと管理人は考えます。

今年は採らずに残された梅が沢山あり、香りよ

い梅が地面いっぱいに落ちていました。梅林が

東急所有の時代から落ちている梅は拾ってよい

ということになっていましたので、ウォーキン

グや犬の散歩の人たちが傷の無いものを必死で

拾いました。すでに天然の梅干になっているも

のもあります。管理人も梅ジュース用に、プレ

ゼント用にと犬をほったらかしにして拾いまし

た。 

狸がまた元気に現れるようになりました。梅

林や大曽根台の管理人の家の前に、ネコのエサ

やりの時間に合わせてやってきます。かなりフ

レンドリーで逃げません。じめじめした季節な

のでまた疥癬にならないように健康を祈るばか

りです。 

大倉山公園自主管理人  新堂泰江 

 

 

 

 

 

来年 2012 年は、動物愛護管理法 

の改正が実施される年です！ 
 

そこで、人が飼育するすべての動物がより適切

に管理され、人と動物がよりよい共存関係を築

くために、法改正を求める署名運動が活発化し

ています。 
 

皆さんも、署名活動に参加してみませんか。 

署名用紙は大倉山のカフェモアにありますの

で、ぜひ足をお運びくださいませ。また、イン

ターネット上でプリントアウトして署名するこ

ともできます。 
 
http://www.hogohou.net/pdf/syomei2012.pdf 
 

人と動物との共存社会について 

考えるきっかけになれば幸いです。 

 

なよちゃん募金 継続中 

 

バディ動物病院で保護されたお尻が癒着し

てしまっている「なよちゃん」は、すっかり美

猫に成長しました。これまでご寄付くださった

方々には紙面を通じてお礼申し上げます。あり

がとうございます。 
 
【回復の状態】 

自分で食事をとれるように 

なり、元気に他の子猫達とも 

遊べるようになりましたが、 

オムツは一生外せません。 

オムツ代のカンパを、お願 

い致します。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

バディどうぶつ病院で保護された子猫たちの飼い主を募集しています。 

実際にご覧になりたい方は、バディどうぶつ病院に「こうほく・人と生きもの・

支えあう会」のニュースレターを見たと連絡し、お見合いのアポイントを取って

ご訪問ください。 

 

 

 

 

 
 編編集集後後記記   
東日本大震災以降、大きく日本社会が変化した。自然の力は人間の想定を大きく超える膨大なエネルギ

ーをもって街と命をのみこみ、原子力エネルギーに頼る社会は、持続可能でないことが露呈した。 

私たちは、もっと謙虚に今目の前にある現実と向き合い、その中で助け合いながら生きていく覚悟を決
める時期に来ているのではないかと感じる。さしあたっては、目の前に迫る蒸し暑い夏を、どうやってク
ーラー無しの節電モードで乗り越えるかだ。 

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））  

白い子犬（2 匹）  オス・３ヶ月半位 

怖がり屋なため室内飼い希望 

ワクチンフィラリア・駆虫済み 

犬の問合せ：090-9809-3338 射手矢（いてや）久子まで 

携帯メール：kashima.aigokai1995@ezweb.ne.jp 

保護名爽ちゃん 

小型ミックスメス、１才半 

背中の長さ３０センチ強

体重４キロ位、 

利口で慎重、なれると

可愛い性格がでます。

長い散歩は苦手、日本

犬の経験がある静かな

家庭が希望 

ワクチンフィラリア済み 
保護名：チャッピー 

シェルティミックスメス７ヶ月、

背中の長さ４０センチ、 

体重８キロ位、 

活発で明るい性格です。 

おすわりができます、散歩大

好き、ワクチンフィラリア済 

子猫 メス 三毛 

子猫 メス キジ白 

子猫 オス キジ系 4 匹 

子猫の問合せ：(045)542-2005「バディどうぶつ病院」まで 

ウエブサイト：http://homepage.mac.com/yuuakaru/index.html 

mailto:gotonaomi419@gmail.com
http://sasaeaukai.blog17.fc2.com/
http://sasaeaukai.web.fc2.com/
http://homepage.mac.com/yuuakaru/index.html

