
ニュースレター  第 5 巻・第 3 号  発行；2013 年 夏号 

こうほく・人と生きもの・支えあう会 

 

 

 

 

 
 

 目次  

 Report I 「チビの救出」 麻生 愛美 ................................................................................................................... p.1 

 Report II 東日本大震災が動物に及ぼした影響に関するシンポジウム 安本健 ................................. p.2 

 港北区野良猫・地域猫支援協議会の報告 / 管理人日誌 新堂泰江 ................................................ p.3 

 活動の足跡（2013.5~2013.8）/ご寄付のお礼/チャリティバザーのご案内/編集後記 ...................... p.4 

 

Report I 「チビの救出」                       麻生 愛美 

 
2011年 4月に大倉山1丁目の地域猫の餌やり当番

になった当初、いちばん 初に懐いてくれたのが茶

虎のおデブ猫チビと上品できれいな風貌の三毛猫ミ

ケママだった。 
2012 年の冬、チビとミケママが塒にしていた高架

下の繁みが刈り取られてしまい、10 年以上ノラ猫と

して冬の寒さを乗り越えてきた 2 匹にとっても例年

以上に厳しい環境だったであろう。それでも 2 匹は

ときに寄り添い互いに暖めあい冬の寒さをしのいで

いるようだった。 
私が餌やり当番になってちょうど 2 年が過ぎた今

年の 4 月、ミケママが姿を見せなくなった。いなく

なる数週間前から、食が細くなり、仲良しのチビを

残してすぐに

どこかに姿を

消すようにな

った。 餌場に

は毎回顔を出

していたし明

るいところで

姿を見ても、

やせている様子はなく顔も毛並みもきれいだったか

ら、あまり心配はしていなかった。しかし、食が細

いことが気になり、4 月 16 日はミケママの好物のマ

グロの刺身を持っていったが口をつけることなく、

餌場から少し離れた場所でじっと佇んでいてしばら

くしたらいなくなった。それが、ミケママを見た

後だった。思えば、ミケママはずっと SOS を出して

いたのに、楽観視して何もしてあげなかったことが

大いに悔やまれた。 
ミケママが姿を消して程なく、チビの様子も変わ

った。これまでは人懐こいものの食い気優先だった

チビが、食事もそこそこにすりすりと甘えてくるよ

うになったのだ。また、食欲がないときもあった。

餌やり当番の間でチビを心配する声が上がるように

なり、チビを早々に保護することが決まったその矢

先、5 月 13 日にチビが姿を見せなくなった。もうこ 
のままチビに会うことができないのだろうか。 

5 月 16 日、私と会員の安本さんは夜にチビを探す

約束をしていたが、あいにく夕方から夜にかけて土

砂降りの雨。それでも一縷の望みを捨てることがで

きずに、小雨になるのを待ち私は高架下へと向かっ

た。その道すがら、一瞬見間違いかと思うような予

想もしない場所で、体の奥までずぶぬれ状態で佇ん

でいるチビを発見した。もうその瞬間といったら、

驚きと感激と安堵といろんな感情がごちゃ混ぜ！そ

れにしても、ノラ猫の知恵で普段なら雨をうまくし

のいでいるチビがずぶ濡れになっているというのは、

どういうことなのか．．．．．． 
慌てて安本さんに電話をしつつ、チビを高架下の

雨にぬれないところまで誘導した。チビは、私たち

を待っていたかのように大人しくキャリーの中に入

り、家のケージの中でもずっとぐったりと横たわっ

ていた。無事に保護できたものの、このまますぐに

死んでしまうのではないかと不安でいっぱいだった。 
翌日、Buddy 動物病院で末期の腎不全の可能性が

高いと診断された。ひどい脱水症状のため食欲もな

く瀕死の状態だという。ミケママに尽くせなかった

ことをチビにはやってあげたい。会の代表新堂さん

の英断もあり、数日に渡る集中治療の結果、チビは

奇跡的に一命を取りとめた。 
退院後、子猫のときからチビの餌やりをしている安

本さんがチビを

引き取り、今では

先住猫と時折ケ

ンカしながらも

元気に暮らして

いるという。ミケ

ママがつないで

くれた命、チビにはミケママの分まで健やかに長生き

して欲しいと切に願う
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Report II 東日本大震災が動物に及ぼした影響に関するシンポジウム 安本健 

 

8 月 24 日、25 日に開催された HSI1 米
国ワシントン本部と「動物との共生を

考える連絡会」の共催による表題のシ

ンポジウムの報告を致します。 

◆置き去りにされた動物 
2011 年 3 月 11 日に起こった東日本大地震では、地

震と津波により福島原発事故が発生、翌 3 月 12 日に

20km 圏内において避難指示がだされ、4 月 22 日に

同区が警戒区域となった。混乱の中、「居住制限地区」

「帰宅困難地域」と警戒地区が拡大する中で、大勢の

住民が避難するためのバスには、ペットの同行が認め

られなかった。その後、一時帰宅も許可されないまま

ペットは置き去り状態となってしまった。 
震災、原発事故直後に警戒地域に入った今本獣医師

は、「これだけ多数の動物が死んでいる光景を見るこ

とはないだろう」と当時の感想を述べた。いわゆる家

畜と呼ばれる産業動物の対処も、ブルーシートで覆う、

消石灰による処理の実施は一部では行われたが、その

他の放置された死体は腐敗し、ウジ・ハエが発生して

惨事に堪え難い結果となった。 
その一方で、民間ボランティアの迅速な行動が多く

の動物を救った側面もあり、「初期避難」「初期対応」

の重要性、動物の命の平等性、生命尊重に基づく「防

災基本計画」の改善を求めたいとコメントした。 

◆過去の災害から学ぶ（Humane Society） 
続いて、HS からは、2004 年のスマトラ沖地震、

2005 年のハリケーン・カトリーナ、1995 年の阪神淡

路大震災、2011 年の東日本大震災を、それぞれの実

態と対策、その後の制度や法整備の報告があった。 
2004 年のスマトラ沖津波では、少数ではあるが、

救護動物に食餌を実施した。また、狂犬病や疾病の蔓

延が懸念されたが、実際には噂だけであった。しかし

人々の恐怖を和らげるために、動物への集団予防接種

が実施された。バンダアチェでは、全てのインフラが

破壊され、野良犬・猫が増加し、家畜はほぼ壊滅状態

となっていた。  
ハリケーン・カトリーナの場合、2005 年 10 月 14

日までの死亡者数 1,242 名で全米史上 大の災害で

家を失ったものは 100 万人以上となった。ミシシッ

                                                  
1 Humane Society International（国際人道協会）は世界

中で起こる災害から動物の救援プロジェクトを実施、飼い

主のいない犬の保護、野生動物の乱獲からの保護、海の哺

乳動物の保護、畜産場での産業動物問題への関与、中央ア

メリカでの野生生物売買の禁止、有害な動物実験にたいす

る反対等の動物の福祉を考慮するグローバルな団体。本部

は米国ワシントン DC。 

ピーでの米国人道協会の対応は9月1日にはジャクソ

ンに到着。州衛生局と協力し救護活動及び緊急収容を

開始し、3 ヶ月間、緊急シェルターを援助した。ルイ

ジアナでは La SPACA の要請によりシェルターと動

物救護活動を援助した。ニューオリンズ北に或る

Lamar Dixon Expo Center に緊急シェルターを設置、

米国人道協会に運営を依頼した。それによりニューオ

リンズの 6,000 頭以上の動物の避難を援助、ミシシッ

ピー、ルイジアナから 10,000 頭以上の動物を救護し

た。数千人に及ぶボランティアの動員により、飼い主

と再会できたケースは 2,500 件以上に上り、義援金は

5 千万ドルを超えた。 大の成果は「ペット避難及び

輸送基準法」（通称「ペット法」）がハリケーン・カト

リーナ災害の 1 年後に成立となったことである。ペッ

ト法には州の人間と動物のための災害対策計画が策

定されており、連邦政府から災害対策の資金提供が規

定されている。 
HSI は、1995 年に起こった阪神淡路大震災時の時

にペット救護の警告を 初に行なったのが契機とな

り災害時の動物に関する情報交換の中心を担った。 
2011 年の東日本大震災および福島原発事故につい

ては、次の 3 点の制度改善を提言している。 
1. 災害時のペット避難に関する行政計画の策定  
2. 緊急シェルターの設置に関する規定及び短

期・長期の運営管理計画の策定  
3. 災害時のペットの救護活動時の所有権・財産権

等の法令に関する免除等の改善を含め、日本に

おける災害時の動物救護に関する新しい法令

作り 

◆環境省の政策 
環境省は「東日本大震災における被災動物対応記

録集」と「被災動物の救護対策ガイドライン」を発表

し、今後の動物愛護管理推進計画の見直しへ向けての

検討中とのこと、被災した福島の例のようにペットを

置き去りにして避難を余儀なくされた教訓から、現在

ではペットとの同行避難が可能となっている。 
そのためにも、日頃からペットを連れての緊急避難

をイメージし、避難用グッズの用意等をしておくこと

が重要となる。アンケート調査によれば、ペットへの

愛着が高い飼い主ほど日頃の準備を周到にしている

という結果だそうだ。



「港北区野良猫・地域猫支援協議」

港北区役所、港北区獣医師会、動物適正飼

育推進員、動物愛護団体、区民により構成されて

いる協議会に「神奈川捨て猫防止会」の太田成江

会長の推薦で平成 25 年度より支えあう会の安本、

新堂が委員として参加しています。元は「港北区

野良猫里親支援協議会」として活動していました

が、25 年度より協議会名を変更しました。「里親」

をはずして「地域猫」に替え、「野良猫」を適正に

支援して「地域猫」として地域に理解してもらえ

ることをめざしています。 

●会則の変更と手術費補助事業 

6 月 19 日の第二回会議では会則の変更と手術費

補助事業について話し合いました。この会の会則

における目的を「協議会は港北区において野良猫

をつくらない増やさないために、人と猫が共存で

きるように地域猫に関する理解を深める啓発活動

を行うとともに、同じ目的のために活動する港北

区の個人や団体等を支援することを目的とする。」

としました。これは地域猫活動にとってとても大

きな前進です。 

横浜市と横浜市獣医師会による不妊去勢手術助

成とは別に協議会による手術費補助事業をおこな

ってきましたが、25 年度から市の助成が途切れる

冬に協議会は補助事業をすすめることになりまし

た。しかし今年度から港北区からの助成はないの

で、協議会独自に寄付金を集めて取り組むことに

なり、大変少ない予算です。動物病院や人の集ま

るところに寄付ボトルを置いて市民の応援を求め

ています。 

●「ほくほくフェスタ」における啓発活動 

10 月 25 日（金）に港北公会堂や中庭で開催され

る「ほくほくフェスタ」において協議会や地域猫

に関する理解を深めるパンフレットを配布するこ

とを決めました。町会や福祉関係の人たちが沢山

みえるので、地域に理解してもらう一歩となるで

しょう。         （報告 新堂泰江） 
 

「メールを頂戴しました」

大倉山梅林の萩にもつぼみがつき、

秋の訪れを感じます。平家物語の時代、

隠岐に流された崇徳上皇も萩を見て都とかわらぬ

秋の気配を歌に詠みました。千年前の貴公子と管

理人の心がつながる瞬間です。たまたま元気な管

理人はこんなことで暑さをまぎらわせていますが、

どうしようもない失意や困惑の中にある人たちも

います。東西を見わたすことができる太い尾根の

公園を 後の場所として自ら命を断つという出来

事がこの十ヶ月の間に二回もありました。夏には

緑がしたたり、冬は木立が美しいこの公園を人々

が愛しているように、失意の人たちも 後を委ね

ることのできる場所としてこの公園を選ぶのでし

ょうか。管理人が犬を連れて公園を歩いている時

に 後の場所を探して歩いている人と出会ってい

るのかもしれません。すこしでも元気で長生きし

ていたいと欲張る管理人ですが、自らの死を選ぶ

ことも人生の選択としてありとも思えます。一方

で心の病の果てなら適切な治療を、失意の果てな

ら安心して暮らせる社会にしなければとも思いま

す。 
*********** 

前回の日誌に梅林で暮らしていたあずまやさん

のことを書きました。大倉山在住の千葉治人さん

から下記のようなメールを頂戴しました。 
 

『初めてのメール、お許し下さい。「あずまやさん」とはなん
とユーモアのあるまた親しみをこめた渾名をつけられたもの
だと思います。この⽂では私もこの渾名を使わせていただ

くことにします。あずまやさんは私が梅林を通り抜ける時に
四季を通じて四阿の指定席に腰掛けていたり、寝転んで
漫画雑誌らしいものを読んでいるのをみかけていました。
あずまやさんはまさに神出⻤没で、あるときは新横浜で、
あるときは菊名で、あるときは⼤倉⼭駅前で胸を張って
歩いているのを⽬撃しました。またあるときはすばやい⾝の
こなしで飲み物⾃動販売機の下に細い棒を差し込んで
何かを探ったりしていたものです。あずまやさんが歩いてい
る時の姿は颯爽としていて、服装も私から⾒るとこざっぱ
りとセンスのあるものに⾒え、「この⼈ホームレスを装ってい
るが、実はどこかに貯⾦があって⾃由な⽣活を求めた世
捨て⼈ではないか」と、ある種の尊敬の念を抱いていまし
た。 

ところが最近あずまやさんの姿が⾒えず「あの⼈の姿が
最近⾒えないけどどうしたのかな」、などと妻と話し合って
いましたが、「拡⼤管理⼈⽇誌」であずまやさんの⾝にな
にが起こったのかが分かりました。あずまやさんに関⼼をい
だきつつもついぞ近寄ることが出来なかった私は「⼤倉⼭
公園⾃主管理⼈」さんの注がれた温かい視線となさった
親切の⾏為には深い感動を覚えております。ありがとうご
ざいました。』 

 
周りの人たちに見守られてあずまやさんの暮ら

しは十数年も続いたのだと思います。港北区役所

の担当者によると、個人情報なのではっきりとは

言えないがあずまやさんはどちらかに滞在してい

るとのことです。 
 

大倉山公園自主管理人   新堂泰江



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 編編集集後後記記   
環境省が 8 月 20 日に「災害時におけるペットの救護対策ガイドライン」が発表されました。 
http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/pamph/h2506.html（ダウンロードできます） 
大きな枠組みと方針は示されましたが、具体的な実行計画などは、これから地方自治体と市民とで作り上
げていくものです。万が一の時にこそ、人と生きものとが支えあって生きていけるよう、当会も微力なが
ら普及啓発等に努めていきたいと思います。 
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ままちちづづくくりり、、⑥⑥広広報報。。  当当会会でではは、、随随時時会会員員をを募募集集ししてていいまますす。。  

 

 
 

（株）アブカム、4 名の個人の方々より

2013 年 5 月から 8 月までの間に 44,300 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。 

こうほく人と生きもの支えあう会 

活動の足跡 
 
2013 年 5 月  

 大倉山一丁目チビの治療（バディ動物病院） 

 梅林キジトラメスの不妊手術（ウェル動物病院） 

 港北区野良猫・地域猫支援協議会 

 梅林クロオス去勢手術（大倉山動物病院） 

 師岡グループ・ユウちゃん去勢手術（ウェル動物病院） 

6 月 

 師岡町の捕獲猫の不妊手術（大倉山動物病院） 

 港北区野良猫・地域猫支援協議会 

 師岡グループ・クマゴロウ去勢手術（ウェル動物病院） 

7 月 

 師岡グルー・ミケ子不妊手術（神奈川県動物愛護協会）

 神奈川捨て猫防止会より手術費助成をいただく 

8 月 

 東日本大震災が動物に及ぼした影響に関するシンポジウ

ム参加（東京国際フォーラム） 

日時：2013 年 10 月 13 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 
 

売上金の使途： 

１．地域猫の不妊・去勢手術、 

２．地域猫が怪我や病気をしたときの治療代 

３．大倉山ドキュメンタリー映画祭への協賛等 
 

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。 

バザーの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、お持ち込みください。 

下記以外の時間のお持ち込みはお控えいただきま
すようご協力お願い申し上げます。 

受付時刻： 10 月 12 日（土）15：00～17：00 
同会場（ギャラリーかれん）にて受付


