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Episode I 「師岡ネコプロジェクト奮戦記」       稲見 陽子 

 

■活動の様子 

ご近所の「隠れ猫好き」

4 人が初顔合わせしたの

が 2011 年 11 月 13 日。 
即日「師岡ネコプロジ

ェクト」が発足し、それから半年近くが経とうと

しています。最初の半年は、メンバーの相互理解

を深めつつ、ともかくも活動を息長く持続させる

ことを第一義に無理のない範囲で活動していこ

うと決めました。現在、捕獲は原則月 1 回、手術

代など諸経費は毎月一定額を積立てる形式で運

営しています。主な捕獲場所はノラちゃんたちが

比較的集まりやすいメンバー宅の庭または近く

の林道、時間帯は朝 8 時から 9 時頃ですが、今後

は場所や時間帯も拡大・工夫していこうと思って

います。 
これまで 3 匹を捕獲・去勢しました。ナッキー

（捕獲 2011 年 11 月）、チャッピー（同年 12 月）、

茶シロちゃん（2012 年 3 月）と呼んでいるノラ

ちゃんたちです。可愛がっているノラちゃんたち

を捕獲するとき、私は心に一抹の痛みを感じます

が、だからこそ、リリース後に再び元気な姿を見

せてくれると、ああよかった、と胸をなでおろし

ます。ご近所に「隠れ猫好き」はまだまだいらっ

しゃるようです。仲間を増やし、活動力を高めた

いと考えています。 
 
 
 
 
 
 
 
 

■プロジェクトメンバーの災難 

そんな折、月極駐車場で餌やりをしていたメン

バーの一人 K さんが、自転車のチェーンを切られ

るという被害に見舞われました。さらに幾日か経

って、K さんが車中にいるにもかかわらずフロン

トガラスめがけてジュース入りの缶が投げつけ

られるという事件が起きました。二つとも、以前

から、K さんが餌やりをするのを自宅の窓から見

張っていて、嫌がらせをしている人物の仕業であ

ることは間違いないのですが、なにぶんにも確た

る証拠がありません。K さんは警察に被害届けを

出し、駐車場の管理会社に頼んで場所を変えても

らうなど、即刻対処しましたが、K さんは、いつ

また自分の車がみつけ出され、悪さをされるかと

心配しています。また、捕獲作業でメンバーが集

合する家も、加害者と思しき人物の家の窓からよ

く見える位置にあるため、そのメンバーの家にも

なにか嫌がらせなどをされたら、と思うと出入り

にも神経を使ってしまいます。その人物の「猫嫌

い」の度合いと K さんに対する嫌がらせ度が明ら

かにエスカレートしているようなので、駐車場に

餌をもらいに寄った猫たちがいじめられはしな

いかと心配です。 
このような出来事や近隣とのトラブルについ

て、支えあう会の皆様はじめ猫活動をしていらっ

しゃる他のグループの方々はどのように考え、対

処していらっしゃるのでしょうか？ご近所の猫

嫌いの人たちには、折ある毎にプロジェクト活動

のことを話し、理解を得つつありますが、今回の

ような「猫や猫好きの人に対する嫌悪」を露わに

した過激な行為に直面し、ショックと戸惑いを感

じています。師岡ネコプロジェクトは昨年発足し

たばかりでなにぶんにも経験不足です。皆様から

アドバイスをいただければ幸いです。

 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 「大倉山で今話題の猫スポット」       安本 健 
 

美容室で、今大倉山で話

題の猫スポットの話を聞き

ました。たまたま私が猫好きなので話しているか

と聞いていると、どうも私の知っている猫たちの

話だと気がつきました。 
猫の話題スポットとは駅前駐輪場の物置場の

こと。夜になるとデカイ猫 2 匹が並んで待ってい

る。今回はこの 2 匹の猫たちのお話しをします。 
１匹目は、白と鯖柄のオス猫のサード。かつて

駐輪場のアイドル猫だった佳奈ちゃんの捕獲を

する時に突然現れた。いかにも飼い主に捨てられ

た様子で初めから人慣れしていた。名前の由来は、

３番目に駐輪場にやってきたのでサード（Third）。 
もう一匹の猫は実に合縁奇縁で、昨年本屋さん

の裏の駐車場でうろつく子猫を保護するために

捕獲した野良猫一家（父・母、子 2 匹）の父さん

猫で、名前はタマ。 
始めサードは、後から来た侵入猫を嫌がってい

たが、病気になったサードにタマが付き添ったこ

とがご縁で、今はすっかり兄弟猫になり、駐輪場

の係員が不在となる夜 9時頃から 2匹の忠犬ハチ

公ならぬ猫 2 匹で並んで待っている。決して可愛

いとは言えない雄猫でも、2 匹で並んでいると微

笑ましい光景となります。 
ところで、タマには面白い性格があることが判

明した。さながらジギル氏とハイド氏のごとく性

格が豹変するという。I 会員さんの話ではタマは

当初から駐輪場と本屋裏に出没する二重生活を

していたが、本屋さん裏では寡黙なオス猫ぶりを

見せる一方で、駐輪場ではスリスリ甘える猫ぶり

を発揮していたらしい。 
最後に、大倉山 1 丁目の猫たちの様子ですが、

昨年からの厳しい冬にも耐えて元気にやってい

ます。近所の幼稚園の園児やお母さんたちに甘え

るトラも健在だし、ひまわり公園から移動させら

れた猫たちも新しい環境に馴染んできています。 
最近、夜のレモンロードを歩いていると、クリ

ーニング屋さんのショーウインドーに見知った

猫が招き猫のようにお座りしているのを発見し

ました。誰もいない店内に取り残されてしまって

いる様子でした。こういうドヂを猫はよくします。

笑 
 
 
 
厳しい冬もようやく終わり、待ちに待った桜

の季節がやってきました。春の嵐が駆け巡った

翌朝、桜の枝を拾おうと期待していつものよう

に犬を連れて見回りにいきました。ところが思

いのほか、枝が落ちていないのです。ようやく

見つけた枝は、30 センチほどの我が家にぴった

りな小ぶりなものでした。秋の嵐の時には、あ

たりが枝だらけになるのに比べて、木の芽や花

芽を抱いた枝が強いということを発見しました。

下を見ながら歩いていると、大倉山記念館裏側

のヒマラヤスギの根元近くの穴にシジュウガラ

が入っていきます。地面から 30 センチ位のとこ

ろなので、こんなに低いところに巣を作ると猫

に狙われるのではないかしらと思い、中をのぞ

いて見るとこれがリビングルームのように広い

のです。素敵なおうちのようでした。 
寒い 2 月のはじめにもカエルが冬眠から覚め

て、梅林の池へ向かっていました。桜の季節に

間に合うように産卵して、ただ今池はオタマジ

ャクシにおおわれています。オタマジャクシが

池にあふれるようになると、人間の子どものほ

かにカモがやってきます。つがいで食事をして

子育てが出来るところかどうか下見をしている

ようです。少し小ぶりなカモなのでカルガモで

しょうか。ここに巣を作るのは危険ですよと、

梅林の猫を連れて見回ります。カモは察知して

食事だけでいつのまにかいなくなっています。 
まちの中の太い尾根のささやかな自然ですが、

不思議な力がはたらいているようです。今年は

確認できませんでしたが、カエルの産卵の時に

はカエル狙いのゴイサギ（アオサギか？）がや

ってきます。サギの飛行部隊が三ッ池公園方面

から鶴見川へと向かっていく様子もよく見かけ

ます。きっちり戦隊を組んで飛んでいるのです

ぐわかります。エサを求めて移動するのでしょ

うか、彼等の暮らしの都合があるようです。 
管理人は大倉山公園が大好き

で、見回りと称してグダグダし

た犬二匹と黒猫、カラスを連れて

今日も歩いています。 
（大倉山公園自主管理人 新堂泰江） 



Essay 「たくさんのよろこびを有難う」   遠藤ボイス（遠藤慶子） 

 

僕の名はボイス。市が尾

の農家の庭先の犬小屋で

産まれた。6 匹の兄弟がい

て、皆、貰われていって僕

だけお母さんと暮らしていた。8 月のある日、生

後 2 か月だった僕は車に乗せられ、遠藤家に連れ

てこられた。その時は、犬のお母さんと別れるの

がつらくて、それ以来すっかり車嫌いになったん

だ。 
新しい家族は、人間のお父さん、お母さん、長

男のお兄ちゃん、次男のたくちゃん。みんな、犬

と暮らすのは初めて。お母さんは「口が裂けてオ

オカミみたい」と少し怖がっていた。 
庭には大きな桜の木があって、セミがいっぱい

落ちていて、オヤツに 6 匹食べたよ。3 か月で予

防接種とか行ったとき、獣医の先生に「柔らかい

ものを食べさせてあげて」と言われて、「もらっ

てきたとき、庭のセミを 6 匹も食べました」とお

母さんが報告。「まだ、お散歩は早いです」と先

生。「丹沢にキャンプに連れて行って、お腹の調

子が悪いんです」とお母さん。僕は何だか先生の

お蔭で命拾いしたようだ。 
お父さんは超スパルタ。「犬のしつけ方」なん

て本を買ってきて、土間から居間には絶対に上げ

ないこと、散歩の仕方を家族に教えていた。僕は

お父さんと散歩するときは、人が、（じゃなかっ

た、犬が）違ったように澄まして真っすぐ歩くん

だ。「あらっ？ボイスちゃん？」と言われても、

まっすぐ振り向かず・・・。 
一番一緒に散歩したのは、次男のたくちゃんと。

たくちゃんは、閉じこもりで、こころの病気。僕

はいつも、たくちゃんを心配していた。 
お散歩は、夜中の 3 時に出掛けて、2 時間。丁

度、日の出を見ながら帰ってくる。お兄ちゃんは

大の仲良し。いつもお風呂に入れてくれた。他の

犬友達から顔をなめられてたな。「オレは、犬に

だけもてている」って。甘えられるんだ・・・。

家を出てからめったに会えなかったけど・・・。 
お父さんとお母さんとたくちゃんと僕は、いつ

もよくキャンプに行った。福井県、富山県、石川

県、新潟県と廻ったこともある。ログハウスの台

所で用意してあったステーキの肉を背伸びして

ペロリ。あの時は叱られたなぁ。 
お父さんが釣りでガケから落ちて、肋骨が 3 本

折れた時も、僕が吠えて知らせたよ。胸にテープ

を巻いて、福井県から車を運転して帰ったっけ。

僕も「車、嫌い」なんて言ってられなかった。 

段々と、遠出もしなくなり、散歩も短くなった。

16 歳と 6 か月、去年の 12 月の終わり頃、お母さ

んが門扉をちゃんと閉めなかったので、僕はフラ

～っと出て、家から離れた。暗く、小雨も降って

きて道も判らなくなった。激しい車の通りの交差

点で、僕はしゃがみこんで歩けなくなった。ちょ

うど車が止まって、人が降りてきて僕を抱いてく

れた。思わず噛みついてしまった。近所の人も出

てきて荷物の日もで首輪にリード代わり。警察を

呼んで、一晩、檻に入れられてお世話になったん

だ。何が何だか判らなくなって・・・ボク。 
翌日、お母さんは町中にポスターを貼ったり、

警察に電話したりしてやっと居場所が判り、帰っ

たときはみんなで泣いてくれた。先生は往診して

くれて認知症の薬をくれた。 
行方不明から２カ月、僕はやっぱり身体の調子

がよくない。16 歳と 8 か月。10 日間の闘病生活

だった。お父さんとお母さんは、下血する僕を毎

日、点滴につれていってくれた。先生は「この注

射器で好きなものを口の横から入れてやって」と。

ぐったりしている僕をお母さんは必至で面倒み

てくれた。みんな、もう大丈夫。無理しなくても

いいよ。僕は死にます。お母さんも、僕の首輪を

外して「ありがとう」って仕事に出掛けた。 
最後は、散歩やごはんの世話を一番してくれた

たくちゃんに看取られた。たくちゃんは、泣きな

がら「せいいっぱい生きることを教えてくれた

ね」と。お父さんが段ボールで僕のサイズに合わ

せてお棺を作ってくれた。お母さんは花をいっぱ

い入れてくれた。たくちゃんは手紙を入れてくれ

た。「たくさんのよろこびをありがとう」って。

お兄ちゃんは出張から帰って、僕の骨壺を「温め

てあげる」とずっと抱いていた。 
みんなありがとう！みんな、仲良くしてね！ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

こうほく・人と生きもの・支えあう会 活動の足跡 

（2012 年 1 月～4 月） 

1 月 大倉山梅林タヌキ三匹疥癬になる。  
大倉山動物病院 茂木知子先生よりタヌキのた
めに疥癬治療薬を寄付していただく。 

2 月  「小さなまちの小さな平和展」参加準備 

3 月  「小さなまちの小さな平和展」に参加出展。 
師岡グループ ３匹目オス猫去勢手術（以上費
用はすべて師岡グループ負担） 
風邪で衰弱したオス猫 通院２回、投薬２週間 
疥癬のオス猫に投薬（継続中）（グループ 
（以上費用はすべて師岡グループ負担） 
くしゃみ、鼻水の猫たちへクロロマイセチン投与（支
え合う会より提供） 

4 月  ニュースレター発行 
師岡グループ ４匹目(４/１５)手術予定 

このほか毎日地域猫の餌やり、保健衛生管理。 



Report 「鶴見小野町横丁の猫達」                    後藤 尚味 

鶴見の小野町に

ある小さい郵便局

に看板猫がいると

いうので、会いに

いってみた。鶴見

線の小野町駅を降

りて郵便局のある

方向に向かって歩

くと、もう既に猫

のいる気配が漂っ

てくる。車が通れ

ないほどの狭い路地、一軒家の多い街区には狭い

ながらも庭があり、家と家の仕切りはブロック塀。

ブロック塀は、10 ㎝幅の猫専用舗装道路だ。 
出迎えてくれたのは郵便局長の江藤理恵さん。

美しい女性の局長さんのいる郵便局は、和やかな

雰囲気に包まれており、猫だけでなく地域のおば

ちゃんたちにとっての社交の場としても機能し

ている様子が伺われる。 
毎日、局に出勤してくるノ

ンちゃんは、室内オフィスワ

ーカーだ。そして、看板猫の

サキちゃんは、局の入り口付

近で通りがかりの人たちに愛

嬌を振りまいている。 
ことの始まりは５年前、地

域で子猫を５匹生んだ母猫が

近所に迷い込んできた。母猫

には不妊手術を、子猫には飼

い主を見つけようと捕獲器を設置しようと思っ

た矢先、近所で猫の噂が立った。すると手の打ち

ようもない程、あっという間にその子猫たちは、

姿を消してしまった。後でいろいろと聞き取りを

してみたところ、遠くのどこかへ捨てられてしま

ったとのこと。 

このようなことが二度とあってはならないと

地域猫の取り組みを始めた。郵便局に遊びに来る

猫達（主に近所のお宅の飼い猫）は確実に不妊去

勢手術を受けさせ、地域でこれ以上不幸な出来事

が起きないように心掛けているという。 
駅前表通りの小野町共栄会の蕎麦屋「ひふみ

家」さんでは、どこかからか持ち込まれ、捨てら

れる猫を、不妊去勢手術をして地域猫活動として

見守る活動を継続している。一度トラップで捕ま

った経験を持つと警戒心が増して、触ることので

きない野良猫ばかりだという。それでも地域の子

どもが猫を棒で叩いている場に遭遇すると、躊躇

せず大きな声で注意をする。人間のエゴで捨てら

れた命の面倒を見ることは、人間の当然の義務で

あるという。 
隣のブロックに

も少し足を延ばし

てみると、庭に猫が

集まっている場所

を発見。この春生ま

れた子猫がいるの

で、親猫の不妊去勢

手術まで手が回っ

ていないようだった。地域猫活動を行っていくた

めには、地域住民との円満な関係性は必要不可欠

である。徐々に、横浜市の助成金など手術の補助

制度があることをお知らせして、地域で適正な飼

育ができるようにしていければと願っている。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 編編集集後後記記   
今回は、飼い主募集はお休みです。なぜか、エッセイ盛りだくさんで読み応えある号になりました。 
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。。  

❀ ❀ ❀ ご寄付のお礼 ❀ ❀ ❀ 
 

☆なんでも舎ケアサービスさんやおおぜいの方々から切手
や現金のご寄附を頂戴しました。どうも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/

