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動物行動学では、猫お

よび猫族は単独行動とさ

れている。むろんノラ猫のなかでも、特にボス

猫などと呼ばれるような雄猫は、縄張りを拡大

するためにアチコチ徘徊するのはよく見かける

光景だ。 

つい最近、いかにもボスっぽい白黒のパンダ

猫が、肩で風を切るような歩きぶりで、平然と

レモンロードを渡っている姿を見かけた。この

猫には、まだ名前をつけていないので、仮に「ボ

ス」と呼ぶことにする。このボス、どうやら知

り合いの外猫「白ちゃん（♀）」を訪ねて、わざ

わざ道を渡ってやってくるようだ。 

ボスを始めとして、当会のメンバーで世話し

ている地域猫たちは、所定の餌場周辺を中心に

グループで生息している。もともとグループで

住んでいた訳ではなく、棲み家にしていた古い

家屋などが取り壊されるなどして、やむなく「ゲ

ルマンの大移動」の如く、餌のあるところに移

動してくる。また、人為的に当会の活動エリア

へ移住計画を推進したこともあったが、結局は

過密などの理由で居心地が悪いのか長く居着く

ことはない。現在は３～４匹で落ち着いている。 

餌場の近くに、昔ながらの木造２階建てアパ

ートがあり、窓辺に母猫が窓辺で気持ちよさそ

うに日向ぼっこをしている姿をよく見かけた。

ところが、その木造アパートも、先日とうとう

取り壊されて、空き地となってしまった。窓辺

の母猫の事が気にかかり、姿を探してみると、

地域猫の活動エリア近くの階段に、猫のお雛様

の如く、1 段ずつ並んで鎮座しているところに

出くわした。 

相も変わらず、大倉山周辺はマンション建設

のラッシュで、谷中のような風情のある町家風

の民家と猫の共存する町などは夢のまた夢のよ

うな話だ。 

活動の成果もあり、大倉山１丁目に定住する

地域猫は、ほぼすべての個体が不妊・去勢が完

了しており、手術をしていない猫は、どこかか

ら流れてくる放浪猫くらいとなった。 

猫の家族は母系性の秩序を保っているのが通

例だが、元ひまわり公園に居た三毛猫ファミリ

ーの父親である「デロデロ君」だけは例外で、

自分とそっくりの息子猫といつも仲良く一緒に

餌を食べに現れる。デロデロ君は口の周りがよ

だれでデロデロに濡れているので、その名がつ

いた。名前とは裏腹にとても気立てのよい猫で、

餌当番を担当する当会の人間にも、地域猫たち

にも人気のある

父さんキャラ猫

である。 

家族に限らず、

地域猫たちにと

って餌場を共有

している猫たち

を仲間と認識し

ていることは確

かのようだ。 

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    「「デデカカ丸丸君君ののそそのの後後」」              石石垣垣  典典代代  
  
  

デカ丸がわが家に来た

のは 2 年半くらい前である。デカ丸君の元飼い

主は梅林公園自主管理人さんである。仕事を退

職した私は、年金暮らしになるので生活してい

けず、娘夫婦と同居するため連日引っ越し荷物

をまとめている時期であった。 

梅林から記念館までの間、多数の黒猫が捨て

られ、私も餌やりをしていたその頃、管理人宅

では猫助けで新しい猫がよく入居する家であり、

デカ丸君もその中の一匹であった。ゆっくりソ

ファでくつろいで、ひとりでゆっくり食事をし

たいのに、先住猫たちにソファは取られてしま

うし、ごはんを横取りされても、威嚇もせず譲

ってしまうお人好しな猫だった。そうして次第

に居心地が悪くなり、とうとう梅林へ家出した

ものの、梅林の猫たちとも仲良くなれず、いつ

の日か見かけなくなった。 

我が家も多頭飼いだが、外猫が何匹か来るの

で、庭にはいくつもの段ボール小屋が作ってあ

った。その中の一番大きな小屋に、ある日誰か

がいるのを発見！大きな猫だ。恐る恐る小屋を

覗いたら「あっ！デカ丸君だ！」どうやら私の

後をついてきて、居場所を見つけたらしい。ふ

らふらっとどこかに遊びに行ったり、雨が降れ

ばちゃんと小屋の中に居たりと自由に生きてい

た。そんな一匹オオカミのようなデカ丸くんだ

った。 

いよいよ引っ越しが具体化する中、「デカ丸

君をどうしようか？」という問題になった。家

に入れて慣れれば、連れて行くと言う結論にな

り、さっそく家に入れてみた。夜になると泣き

ながら家中を歩き回る行動がしばらく続き、私

とデカ丸君との根くらべとなった。やっとデカ

丸君の夜泣きがなくなったのが、引越しの一週

間前だった。引越しの三日前に猫達を先に移動

させた。一台のトラックにゲージ 4 個に 2 匹ず

つ入れての大移動だったが、保土ヶ谷の家に着

くまで猫達は何されるのかビクビクで、ジーっ

と大人しかったそうだ。引越しもすっかり終わ

り、数日で猫達はそれぞれ居心地の良い場所を

選び落ち着いた。 

ある日、デカ丸君は大変身した。猫達がくつ

ろぐ、とある午後のこと、5 匹いる娘猫達がデ

カ丸君を囲んで集まっている不思議な場面に出

くわした。初めて見た私は、一体何事かと様子

を眺めていたら、一匹ずつデカ丸君は丁寧に舐

めてやっている。以前は他の猫を寄せ付けなか

ったのがウソのようだ。一匹終わると、次の子、

また次の子と 5匹の娘猫達をきれいに舐めてや

った。まるで人間界の夜の帝王ホスト君のよう、

娘猫達が我先に競ってデカ丸君に寄り添い「自

分が先よ！」と言っているようだ。イケメンな

らぬ、イケ猫になっていた。我が家の先住のオ

ス猫達は、そんな様子を少し離れた場所から見

ている。 

一日一回の癒しタイムを、めでたし♪めでた

し♪と遠くから見守っている昨今である。 

梅林で遊ぶデカ丸君 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こうほく人と生きもの支えあう会 

活動の足跡 

2011 年                         

 7 月  

・保土ヶ谷区仏向町ネコ不妊手術 

・出戻り猫のボランティアさん宅引取り 

 8 月 

・ピザーラ裏の茶虎チビの左目の投薬治療 

・デロデロ君の皮膚病治療 

・近隣の方からドライフードの寄贈あり 

 9 月 

・鹿嶋愛護会犬の飼い主探し協力 

・バザー献品集まり始める 

大倉山ドキュメンタリー映画際のご案内 

日時：2012 年 2 月 25 日（土）・26 日（日） 

場所：大倉山記念館 

「犬と猫と人間と」他、上映（予定） 



 

 

 

  

 
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

もどってきた夏、しかし確実に秋は近づいていま

す。大倉山梅林の栗の木も可愛いい実を落とし始めました。ウォ

ーキングの人やカラスが実だけを採り、イガはそのままにしてあ

ります。わずかに残された実をイガごと拾い職場に飾る管理人で

す。昨年はこまめに拾い甘露煮を作りましたが、実が美味しくな

いのです。 

前回、大倉山のカラスは一人っ子ばかりと書きましたが、梅林

メタセコイヤ付近のカラスは雛が二羽でした。しかしこれも、二

世代ツガイのそれぞれの子かもしれません。そのへんはカラスに

事情を聞かないと定かではありません。確かなことは、大倉山記

念館周辺の雛に比べて発育がとても遅れているということです。

記念館あたりでは、雛独特の辛抱できないような甘ったれた太い

声がとっくに聞こえなくなりましたが、メタセコイヤ雛はつい最

近まで、赤ちゃん声をだしていました。さすがに栗の実が落ち始

めたらその声も聞けなくなり、めでたく成鳥となられたようです。

今は子育てを終えたカラスたちが集まり、秋にむけて柿の実など

の作柄情報を交換しているようです。 

ところで、犬を散歩させていて気がついたのですが、放尿する

時にオス犬は立ったまま後ろ足をあげてすること、メス犬は座っ

てするということをご存知ない方が多いの

にびっくりしています。犬はすべて立った

まますると思っているようです。当方メス犬二頭を散歩させてい

ますが、草むらでの用事のあとに立ち去ろうとすると、「片付け

ないのですか？」と言われてしまいました。「あのう、水分なの

で持ち帰れないのですよ」「無責任じゃないですか」「では、水を

かけますね」「？？」「メス犬は座ってオシッコするのですよ」

「？？」。 

ここまで言わせるのかと思いましたが、人と犬の暮らしの歴史

は長いのに、知られていないことが多いようです。 
 

 大倉山公園自主管理人   新堂泰江 
  

本日の放射線量    （2011年9月16日） 

・大倉山梅林メタセコイヤ前      0.08μＳｖ/h 

・大倉山記念館前松ノ木庭園    0.09μＳｖ/h 

・大倉山記念館奥庭園（自主ドッグラン）0.06μＳｖ/h  
 

  （ガイガーカウンターJB 4022使用） 

日時：2011 年 10 月 9 日(日) 11：00～16：00 

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。 

使途：地域猫の不妊・去勢手術、地域猫が怪 

我や病気をしたときの治療代、2012 年大

倉山ドキュメンタリー映画祭への協賛等。 

◆会場の地図◆  

献品を受け付けます。お中元タオルの余りなどご自宅に眠っているものがございましたら、

是非、お持込ください。 受付時刻：10 月 8 日（土）14：00～16：00 同会場にて受付 

管理人日誌 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 編集後記   
いよいよ 10 月 9 日に恒例のチャリティ・バザーの開催です。例年、海の日に開催してきたバザーです

が、今年は、猛暑を避けて秋の開催です。みなさま、ご近所に声を掛けあって是非お出かけください。 

 

 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。。  

種 類 ：シェルティミックス（メス）  年齢：10 か月 

体 重 ：6kg 
種 類 ：シェルティミックス（オス） 

年 齢 ：5 か月 

 

種 類 ：ビーグル系ミックス（オス） 

年 齢 ：3 歳位 

 

お問い合わせは、鹿嶋愛護会・射手矢（いてや）まで  

携帯電話： 090-9809-3338   携帯メール： kashima.aigokai1995@ezweb.ne.jp 

3匹とも人に良く慣れていて、性格も良好です。 
 

 

 

 

 

「（有）なんでも舎ケアサービス」さんほか 12 名の個人の

方々から 2011 年 7 月から 9 月までの間に、25,500 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。 

mailto:gotonaomi419@gmail.com
http://sasaeaukai.blog17.fc2.com/
http://sasaeaukai.web.fc2.com/
mailto:kashima.aigokai1995@ezweb.ne.jp

