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Report I 新築披露「我が家の（地域）ネコハウス」  師岡プロジェクト Y.I. 

 
我が家のテラスは、ネコちゃんたち

の散歩道・食事処・休憩所です。特に冬は、日向

ぼっこに最適で、日がな一日テラスで寝ている子

もいます。 
ところが夕方になると寒そうで、見るに忍びず、

段ボールで簡易休憩所を作ったところ、ネコちゃ

んたちに大人気です。二冬くらい段ボールハウス

を設置していましたが、段ボールハウスは雨に濡

れ、風に飛び、見栄えも悪いので、思い切ってネ

コハウスを作ろうと思い立ちました。犬小屋があ

るのだから、猫小屋だって・・・。 
インターネットに掲載されているネコハウス

の大きさや形状を参考にしながら、工房をやって

いる友人に制作を頼むことにしました。最初は、

「テラスハウス」式にしてみようかと思いました

が、場所をとるのと、移動が難しいことから、同

じものを 3 つ作ることにしました。私が提示した

下記の 5つの要求事項をもとに友人が図面を引き、

双方最終確認して、できあがったのが発注から 3
週間後です。 
1． 大きさは、幅・奥行き・高さ 各 40cm 
2． 入り口（20ｘ20cm）には大きめの庇をつける

（雨風よけ） 
3． テラスの鉢植えと同じ白にする（エクステリ

アとしても楽しめると同時にテラスの風景に

とけ込む） 
4． 天井は取り外し可能にする（掃除がしやすい） 
5． 脇に覗き窓をつける（夏の風通しや中の様子

を見る） 
6． 同じものを 3 つ作る（ネコハウスが必要と思

われる老猫が 3 匹） 

友人は注文を受けてから、寝ても覚めても「ど

ういうデザインにしようか」「どういう素材を使

おうか」など考えてくれたようで、できあがって

みると、入り口にネコの模様があるなど、可愛い

工夫が施されていました。 
 早速、入居者がいました。「親分」という名の

老猫と、「親分」を親のように慕っている中ネコ

の「チビチビ」です。1 年半前に瀕死の状態で迷

い込んできて、師岡プロジェクトが総力を挙げて

世話してきた「ハッチャン」にはどうしても入居

してほしかったのですが、ハウスの完成を待たず

にハッチャンは姿を消しました。結果的に１つ余

ってしまったハウスには、近くの林道でいつもハ

ッチャンがお座りしていた場所にチョコンと落

ちていたドングリの実をハッチャン代わりにハ

ウスの中に置いています。 
 ますます寒くなります。ネコちゃんたちがハウ

スをもっと利用してくれるよう、暖かいマットを

敷いたり、ホカロンを入れてみたり、いろいろと

工夫してみようと思います。 
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Episode I  「大倉山１丁目の外猫たちの近況」    安本 健 
 

10 月開催のチャリティバザ

ーの時の暑さからは予想もつか

ない冬の寒さとなりました。 
大倉山 1 丁目の地域猫を目指して活動を始め

て以来、随分年月がたったせいか地域猫たちもす

っかり高齢になり、個体数も少なりました。人間

同様、高齢化により暑い時はダラッと寝そべって

暮らしていたのが、寒くなるとそうは行きません。

１丁目の鍼灸学校裏でお世話になっている「ショ

ーちゃん」見た目は小さくぷっくりしていても 8
匹の猫たちのお母さんです。昔近くの木造の空き

アパートの窓辺でうたた寝をしているのをよく

見かけましたが、建物が取り壊されても猫ハウス

に移動しません。母親猫の意地なのか？ショーち

ゃんを心配して会員の方の協力を得で発砲スチ

ロール製の猫ハウスを作りましたが、残念ながら

未だにショーちゃんは利用してくれていません。

猫の生態は解らないことが多い。 
会員の N さんの処にいるファニーはニュース

レターでご紹介したように協同生活をしていた

「ミーちゃん」「ミック」に先立たれ、最後の 1
匹になってしまい、新しい発砲スチロールのお家

を作ることにしました。 
一般に猫は顔が入れば何処にでも入れると言

われているので、ファニーの顔のサイズぎりぎり

に出入り口を作りました。しかし、ファニーもお

家に入った形跡は未だありません。一説に猫の匂

い付けをすると良いとの話もありますが、ファニ

ーは「ご飯が欲しいよ」と鳴いているだけで触れ

させてくれないので無理！どなたか良い方法を

ご存知でしたらお教え下さい。 
ひまわり公園から追い出された猫たち・三毛マ

ー、茶虎のチビデブちゃん。最近は茶虎おばあち

ゃんとも呼ばれています。しかし無理もありませ

ん、彼女の年齢は 14 歳位になり、それでも頑張

って何とか急ぎ足で食事の場所に一番ビリでや

って来ます。公園も無くなってしまったので、夜

の餌の時間には町の鉄工場の階段でひたすら待

ち続けます。現在の食事場所は近くの路地裏と決

めています。ここには三毛マー、チビデブちゃん、

三毛マーの元彼の長男・チンクエバ（名前の由来

はチェコ語のありがとう）とやはり三毛マーの元

彼の長男・お兄ちゃん（茶虎）と 4 匹が来ます。 
まだ公園があった頃、会員の S さんご夫婦が区

役所に掛け合って、冬の寒い頃公園に猫のお家が

あったりもしましたが、今は公園の見事な桜の木

も切り取られ空地になってしまいました。雨にな

るとその路地裏はベショベショになり、それでも

猫たちは待っています。環境省の地域猫への基本

原則には決まった場所で餌やりをし、周囲を汚さ

ない、糞の片付けと奨励しているため、会として

も決まった場所で餌やりを行なっています。それ

にしてもこの冬の寒さは猫にとって身にしみる

のではと心配ですが、どの猫も冬用の装いになっ

てコロコロしています。そうそう夏に周辺に現れ

たハグリンちゃんは会員の A さんが保護し、避妊

手術の検査結果、既に手術済みと分り、彼女の処

で里親募集の待機中です。 
会員の Iさんが面倒みている駅の駐輪場のサー

ドと玉ちゃんは２匹とも瓜二つのデブ猫で夏の

頃話題になりましたが、冬の今は冬毛に覆われ一

層デブに見えます。２匹とも白に鯖柄です。同じ

く、白に鯖柄のセリちゃんが久しぶりに鍼灸学校

裏に出現！セリは昔スーパー近くの空き家にい

た猫で、多分一番の長老です。大倉山１丁目の猫

たちが長生きなのは私たちばかりでなく周囲の

方々の暖かいご理解のお蔭です。皆様にとって幸

多き年を過ごされることを祈ります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

こうほく人と生きもの支えあう会 

活動の足跡 

2012 年 9 月  

・横浜市長よりカラスについての質問状への返事がくる 

・亡くなった会員の飼い猫 4 匹を二人のボランティアが引き取る

・師岡町 メス猫不妊手術（ウェル動物病院） 

10 月 

・チャリティバザー開催 

・神奈川区在住のボランティアに捕獲器貸出 

・大倉山記念館横で約二ヶ月の子猫を保護、会員が新しい

飼い主となる 

11 月 

・大倉山 6 丁目猫の手術のため捕獲器貸出 

・大倉山一丁目ハグリン手術に出すもののすでに手術済（バデ

ィ動物病院）ボランティア宅で飼い主募集中 

12 月 

・大倉山一丁目、大倉山梅林猫ハウスの防寒 

・樽町に捕獲器貸出、黒中猫保護の手伝い、ボランティア宅

に引き取り、飼い主募集中 



 

Episode II  愛しのコメット               新堂 泰江 

2000 年の 7 月、大倉山駅横

にぽつんと子猫がいた。周りの人に聞いても飼

い主がいるようではないので保護した。コメッ

トは 5 歳くらいまで我が家にいたが、梅林にい

た免疫不全の猫を引き取ってから、我が家をと

びだしてご近所の庭猫となった。我が家の老犬

が夜鳴きをすると、必ずそのお宅から出てきて、

真夜中の徘徊に付き合ってくれた。いつも外で

私の帰りを待っていてくれて、抱けば私の胸に

顔を埋めるのに、Y さん宅がいいと帰ってしま

う。10 月に眼球破裂をおこし、真夜中にウェル

動物病院で摘出手術をしてもらった。手術は成

功したが、腹部に腫瘍のようなものがあり、次

第に元気を失い、Y さんの家の中で大切に看病

してもらい、12 月 20 日に 12 歳で息を引き取っ

た。沢山の猫を飼っているとはみ出してしまう

ものもいて、周りに迷惑をかけてしまう。Y さ

んには今までに３匹の猫がお世話になり、猫に

とっても私にとっても女神さまのお宅だ。それ

でも愛らしいコメットには不甲斐ない飼い主を

許してと祈ってしまう私である。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 朝焼けの空に東京タワーとスカイツリーが

くっきりと見える季節になりました。9 月初め

に「カラスに餌をやらないで、大倉山公園のカ

ラスは増えています。」という看板が沢山ぶら下

がっていたことに対して、30 年来の観察からカ

ラスは減ってきている、どのような研究機関に

託してカラスが増えているとの調査結果を得た

のかという質問状を林文子横浜市長へ送りまし

た。返事は意外と早くきて、「カラスの苦情が増

えていること、詰所の職員の観察状況から増え

ていると判断して掲示した。表現を工夫したも

のに変更する。」とありました。 

文面は野生動物基礎知識のようなものになり、

看板も白くぬられた木製のコンパクトなものに

なり、大倉山記念館から梅林までの 3 箇所のみ

の掲示となりました。早い対応へのお礼の FAX

に一言書き添えました。カラスは知的レベルが

他の野生動物に比べて高いので、どんな時も人

間を一番恐れ、安全と確信している人にしか近

寄らないこと、「鳩に餌をやらないで」の看板は

よく目にするが、「カラスに」は珍しく、大倉山

にこのような看板があることを実は嬉しく思っ

ていること、詰所の職員は熱心に作業している

ので、カラスの動向には気づきにくいのではと

書きました。やれやれ、行政はいろいろな意見

に対応しなければならないので大変ですね。 

9 月も終わりの頃、会員の

N さんが突然亡くなり、4 匹

の猫が残されました。１匹は

会員の清水さん宅へ、1991

年生まれの 2 匹と 8 歳の猫が管理人宅へやって

きました。環境の変化で 21 歳の猫たちは N さ

んの後を追うように、亡くなりました。年寄り

だから仕方がないとわかっていても、慣れ親し

んだ飼い主を亡くし、寂しく死んでいくのを看

るのはつらいことでした。 

大倉山公園自主管理人   新堂泰江 

生後３～4 ヶ月。性別不詳。 
まだ、こわがりです。 
家庭でやさしくしていただけ

れば、甘えん坊の良い子になり

ます。食品を扱う店にきていた

ので、食品衛生上よくないとい

うことで、保護しました。 
045-543-5124（留守電） shinshin720@hotmail.co.jp 新堂まで 

家にいた頃のコメット 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 編編集集後後記記   
2 年前に、当会も協賛金を出資して大倉山ドキュメンタリー映画祭で上映した「犬と猫と人間と」の第

二弾、「犬と猫と人間と２ 動物たちの大震災」が完成し、2013 年 1 月 13 日（日）に青山の東京ウィメ
ンズプラザホールで上映されます。地元の大倉山記念館でも 2013 年 3 月 23 日（土）に大倉山ドキュメ
ンタリー映画祭で上映します。また、春号で詳しくご案内したいと思います。 
二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。。  

チャム－2 才位シェル

ティミックスメス。明

るく活発ですが少々人

見知りが悩みです。寂

しがり屋な所もあり明

るい家庭での室内飼い

（サークル飼い不可）

希望体長 39 約センチ

足長 24 約センチ 

暖（ダン）－10 ヶ月位オ

ス。性格はゴールデンのよ

うに明るく素直遊ぶのが

大好きです。留守番の少な

い明るい家族に囲まれて

暮らすのが希望です。体長

約 47 センチ足長 27 約セ

ンチ 

ボク－1 才位オス。とて

も利口な子です、少し臆

病な所はありますが優

しい子ですから優しい

女性の方（単身者不可）

が主に世話される所を

希望します。外飼い可。

体長約50センチ足長30
約センチ 

リプリー－1 才過ぎ、テ

リアミックスメス、活動

犬です、音に敏感で吠え

ますが番犬不可。忠実で

甘えん坊です、散歩等の

運動がしっかりできる

家庭を希望します。外飼

い可。体長 48 約センチ

足長 30 約センチ。全て

不妊手術ワクチン駆虫

済みフィラリア（－）お問い合わせ 

鹿嶋愛護会（かしま あいごかい） ・ 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 

 

 

「（有）なんでも舎ケアサービス」さんほか 21 名の個

人の方々から 2012 年 9 月から 12 月までの間に、

136,640 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。 

■年次会計報告 
2011 年 11 月～2012 年 10 月末 

収入 支出 

前期繰越 294,918 医療費 164,970

会費 26,000 事務用品・消耗品 17,363

寄付 271,602 通信費 10,400

バザー等売上 63,870 仕入れ 4,725

雑費 3,750 雑費 24,478

利息 18 協賛金 10,000

   計 365,240    計 231,936

次年度繰越金：415,322 円 


