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 Episode I 「恋に落ちて・・・秋」        麻生 愛美 

 

9月の初め、色恋沙汰に縁遠

い友人がよりによって恋愛特集

の雑誌を編集したと聞き、冷やか

し半分で近所の本屋に行ったのが事の始まりである。

本屋横の路地からひょこひょこと 3匹の子猫が顔を

出して、ごみ収集所に置かれたごみを漁ろうと窺っ

ていた。通りすがりの女性がコンビニで猫缶を買っ

て子猫たちにあげるとすごい勢いでがっついて食べ

る。仕事途中の私はその場を彼女に任せて帰宅する

ものの、気はそぞろである。 

ごみを漁っていたということは定期的に餌をくれ

る人はいないのか、ごみ漁りは近所迷惑で保健所に

通報されるのではなかろうか。そんなことを考える

と居ても立ってもいられなくなり、秋の夜長、猫缶

を持って本屋まで自転車を走らせた。 

本屋横の路地には空の猫缶だけが残っていて肝心

の子猫はいない。心配な反面、安堵しつつ家に帰ろ

うとした矢先、目を惹く綺麗な顔立ちの茶虎猫を見

かけた。まだ中くらいの大きさの細身の美猫である。

子猫に用意しておいた猫缶をあげると、警戒しなが

らもぺろりと平らげる。なぜかこの茶虎猫が気にな

り誘われるように後ろをついていくと、その行く先

から例の子猫が姿を現した。なんと、その茶虎猫が

子猫の母親だったのである。その驚きとともに、ま

だ小さい体ながらしっかり母親の振る舞いをする茶

虎猫に私は完全に恋に落ちてしまった。 

それからは、この親子のことばかり考えていた。

地域猫として共生するにしても母猫は避妊手術をし

なければならない。子猫はまだ小さいからきっと里

親が見つかるだろう。とにかく早く保護しなければ、

等とあれこれ逡巡しているうちに数週間が過ぎ、子

猫たちは日に日に成長し私に馴れるどころかますま

す警戒心が強くなり、とても手では捕まえられなく

なっていた。 

10月になり、このままではまずいと、支えあう会

のメンバーに協力してもらい餌やり場に捕獲器を仕

掛けたらあっという間に子猫 2 匹が入ってしまった。

案ずるより産むが易し！その後、父（らしき）猫、

母猫、3 匹目の子猫と順々に保護でき、親猫は去勢

と不妊手術をしてリリースした。茶虎の母猫に一目

惚れしていた私は、うちで引き取りたいと考えてい

たが、数日様子を伺うも到底人馴れしそうにないの

で泣く泣く諦めることにした。 

私の茶虎猫への失恋を癒してくれたのは、彼女の

子供たちだった。3 匹のうち雌の三毛猫はすぐに里

親が見つかったが、2匹の雄猫（母猫と同じ茶虎と、

白地に茶の斑）は里親が見つからず今もうちで保護

している。3 匹の先住猫に怒られてもめげることな

く夜な夜な兄弟 2匹で大運動会を繰り広げている。 

母猫譲りの男前な 2匹にすっかり夢中になってい

るものの、さすがに 5匹もいたら猫にかまけすぎて

人間との色恋がますます遠のいてしまう。恋愛特集

の雑誌は 9 月に買ったきり目を通さないままもうク

リスマスシーズンだ。 

そんなわけで、やんちゃな子猫 2匹に私よりも熱

烈に恋してくれる方がいたら、どうか里親になって

いただきたいと切に願う（子猫の詳細はニュースレ

ター巻末に！）。 

 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 

 



Episode II  「猫が引き寄せた近所のご縁」       藤巻かおり 
 

７月のある暑い日。自宅

近くで行き倒れの猫と出会

ったのが全ての始まりだっ

た。それはとにかくボロボ

ロの猫で、死んでいると思ったが触ってみると大

音量でゴロゴロ言う。とても放っておけず近所の

獣医さんで点滴を打ってもらった。事情があって

家に連れ帰ることが出来ず、泣く泣く保護した場

所に戻したが、大抵は近所の駐車場にいることが

分かり毎朝ご飯をあげるようになった。ハチワレ

の有名猫にあやかり「はっちゃん」と命名。 

そんなある朝、シッポをピーンと立てたはっち

ゃんが、あるお宅に入っていくのを見た。どうや

らそのお宅でもご飯をもらっているらしい。仲間

と出会えた嬉しさで、思わずそのお宅の奥様に話

しかけた。はっちゃんや近所の猫のことを色々お

聞きし、お互いに自己紹介はしたがその時はそれ

だけで終わった。 

さて、駐車場での餌やりには次第に暗雲が立ち

込めてきた。ご飯をあげる以上は不妊手術を、と

思ったがはっちゃんは老齢で手術は難しい。「こ

の子だけ」と決めて餌やりをしていたが、あっと

いう間に常連は増え、多い時には７～８匹集まる

ようになってしまった。その駐車場には他にも餌

やりをする人がいてドライフードが常に置いて

あり、餌付けされた猫が何匹もいたのだ。またそ

のドライフードを狙って猫以外も集まる。カラス

の集団はその存在感も鳴き声も相当なものだ。そ

して一番気になったのは、ドライフードが常に置

きっ放しで、しかも大量に余っていること。雨上

がりにはふやけて不衛生だし見た目も悪い。カラ

スの被害や不潔さから苦情が出たら、ここの猫た

ちに餌やりが出来なくなってしまう・・・。しば

らく悩んだが、やはり置き餌をする人と話し合う

しかないと思い、食べ残しを掃除したい旨の手紙

を書いた。その手紙を餌場に置いて待つこと２日。

待望の返事にはもう何年もこの方法で餌やりを

していること、家にも１０匹近く猫がいること、

余ったドライフードの掃除をお願いしたいこと

等が書いてあった。これでカラスは減るだろうと

思ったが、減らしたいのは猫の方。このまま指を

くわえて猫が増えていくのを見ている訳にはい

かないが、どんな活動をするにしても一人では心

許無い。まずは仲間探しからと、ネットで「支え

あう会」を探し出し新堂さんにメールを出した。

はっちゃんが通うお宅の奥様とドライフードの

人には、「一緒に地域猫活動しませんか」と（ま

たしても）手紙を書いた。幸いお二方とも猫が増

えていくことや近隣とのお付き合いなどに悩ん

でいらっしゃって、私の申し出に快く賛同してく

ださった。ドライフードの人はお友達にも声をか

けてくださった。ご近所に知り合いなどいなかっ

た私に、あっという間に３人も猫仲間が出来た。

そこから紆余曲折はあったが、１１月と１２月に

１匹ず 

つ捕獲＆去勢手術に成功。保護した瀕死の子猫

は我が家の２匹目になった。始まったばかりの師

岡町地域猫計画、一緒に活動してくださる方、大

募集中！！！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こうほく人と生きもの支えあう会 

活動の足跡 

 

 

２０１１年 

●１０月 

・猫展ねこバザール（チャリティバザー） 

・記念館坂～大倉山一丁目猫ファミリー５匹保

護。両親手術、子猫一匹新しい飼い主へ、２匹

飼い主募集中 

●１１月 

・師岡町猫１匹手術 

・大曽根商店街猫数匹手術 

・新吉田町猫の相談を受ける 

・樽町猫の相談を受ける 

●１２月 

・師岡町猫１匹手術 

・大倉山５丁目猫２匹手術 

・大曽根台狸疥癬になる 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 朝日が昇るころには、西に富

士、北東にスカイツリーがくっき

り見える真冬の大倉山公園です。夜

露が凍り、草や落ち葉を細かい白い

氷の粒が飾る地面は美しく、寝ぼけまなこで犬を

散歩させている管理人の頭をすっきりとさせて

くれます。大倉山記念館のまわりをラジオ体操の

人たちが毎朝きれいに掃いています。台風の時も

落ちた枝をみんなでいち早く片付けていました。

ウォーキングしながらごみを拾っている人もい

て、最近の大倉山公園は以前よりきれいになりま

した。猫の残り餌も、夜のうちには狸が、明け方

にはカラスが片付けてくれますが、朝まで残って

いる時は管理人が片付けます。 

 夕方は６時過ぎに勤めを終えて帰宅の途へ、

記念館坂でぽつんと待っている最近手術したば

かりの若いメス猫に餌をやり、記念館から梅林へ

行く途中で５匹、梅林東側で２匹、梅林北側で３

匹、自宅の前で３匹など沢山の猫たちの食欲を満

たしてやります。我が食い扶持と犬猫のためにも

勤めはとても大切です。しかし、６４歳になった

管理人はこの先わが身に何かあったら、公園の猫

や家の犬猫はどうなるのだろうと心配になり遺

産相続のための遺言準備を考えています。不動産

ならぬ動き回る遺産を誰かに引き継いでもらう

ための準備です。こうした心配をする一方、手術

をして餌をやり続ける同志が増えてきました。あ

ちらこちらに仲間が少しずつ増えてきて「こうほ

く・人と生きもの・支えあう会」でつながります。

港北区役所から紹介されて「支えあう会」に永遠

のテーマ・猫の糞についての相談もありました。 

 １０日ほど前、月明かりのもと梅林メタセコ

イヤ付近でフクロウらしき声を聞きました。６月

頃に聞くアオバズクらしき鳴き声と違い、野太い

鳴き声です。耳をすませて聞いても犬ではないま

ぎれもない鳥の声です。管理人にもよくわからな

い生きものたちの営みが大倉山の太い尾根でし

たたかに繰り広げられているようです。 
 

 大倉山公園自主管理人   新堂泰江 
 

 

 

 

 

「（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 10 月から 12 月までの間に、

16,900 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。 

収入 支出 

前期繰越 306,795 会場費 13,000 

会費 

¥500×39 人 

19,500 事務・雑費 
30,628 

寄付 118,500 通信費 19,200 

バザー売上 88,555 器具購入費 12,390 

利息 71 治療・手術代 157,275 

  平和展参加費 6,000 

   計 533,421    計 238,493 

次年度繰越金：294,928 円 

■年次会計報告 

2010 年 9 月～2011 年 10 月（バザーまで） 

 

12 月 19 日に、三毛猫のアスカちゃんが、亡くなり

ました。バディ動物病院で保護されて 2 年。 

原因は黄疸疾患だったそうです。 

猫エイズに感染している猫に 

しては長生きだったとのこと。 

これまで皆様から励ましや寄付の 

ご支援を頂き、ありがとうござい 

ました。 

会費の更新のお願い 
 
年に 4回のニュースレターを発送するの

に紙代・郵便代がかかります。 

500 円の年会費を更新していない方は、

切手による納付も受け付けておりますの

で、ご協力お願いします。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

どの子もそこそこびびりですが、家庭猫として充分人慣れすると思います。健康状態良好です。 

お問合せ：バディどうぶつ病院 ☎(045)542-2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 編編集集後後記記   
2011 年は地震、津波、放射能汚染と深刻な出来事が相次ぎましたが、当会においては、徐々に活動の成
果が顕在化する年となりました。これも皆様の支えあいがあってこそ。来年もよろしくお願い致します。 

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。。  

サビちゃん メス ４ヶ月 

２匹とも  

２ヶ月 

オス 

ふたばちゃん メス  

５ヶ月 避妊済み 

チューリップ メス ５ヶ月 避妊済み 

【仮名】ニーロ   【性別／年齢】オス／生後 6 ヶ月くらい 

【毛色】白地に茶のポイント 

利発で警戒心の強い子ですが、保護してからは徐々に気を許してきてくれ、 

最近は撫でると気持ちよさそうに体を伸ばしごろごろとのどを鳴らします。 

気品あるクールな顔立ちの美猫で、尾は短いです。 

 

【仮名】アル    【性別／年齢】オス／生後 6 ヶ月くらい 

【毛色】茶トラ 

保護時、人馴れしておらず、威嚇してばかりでしたが、徐々に馴れてきて、 

甘えたいときはごろごろのどを鳴らしながら擦り寄ってきてひざの上にのります。 

小心者ですが、とてもやんちゃな甘えん坊です。 

まん丸な瞳の愛くるしい顔立ちで、尾は長いです。 
 
お問合せ： manamewmew@yahoo.co.jp 

ニーロ アル 

mailto:gotonaomi419@gmail.com
http://sasaeaukai.blog17.fc2.com/
http://sasaeaukai.web.fc2.com/

