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Report	 I	 「新横浜ビル街での猫救出顛末」	 	 	 	 	 	 	 	 	 会員	 深沢由佳	 

 
 私が初めてその仔と会ったのは２０１３年８月の下旬、
自宅近くのコインパーキングに突然現れました。周囲は
企業ビルとマンションばかりのコンクリートジャングルで、
野良猫を見たことは一度もありませんでした。その仔は、
猫とは思えないようなガラガラに枯れた声で、誰かを呼
ぶように、大声で車の間から鳴き続けていていました。
でも、その日は、どうすることも出来ず、以後数週間、会
うことはありませんでした。 
 9 月に入ったある日、その仔は再び姿を現しました。前
より痩せて毛並みも悪くなっていました。人に馴れており、
飼い猫だった様子で、私の顔を見て鳴くのです。 
 どうみても、遺棄されたようだったが、迷子猫の届けが
出ていないか、警察・保健所・神奈川県の動物愛護協
会に電話をして確認しました。しかし、該当する届け出
はなく、保護の相談も難しいとの回答でした。 
 私の家には、心臓の悪い先住猫がおり、他の猫を保
護することが出来ない状況でした。 
 また、実家には、犬が 2 匹・猫が 2 匹おり、さらに５匹目
をお願いするのは無理な相談でした。里親を探す間、
一時的に預かってもらえるように母親に相談もしてみま
した。しかし、考えてみると実家の犬も 13 歳の老犬です。
新しい猫を保護することで、老犬が環境の変化に着い
て行けないことを恐れて、躊躇しました。 
 そもそも、里親を探すといっても、私の様な素人が探
せるものなのか？ 動物虐待を目当てに貰い受ける非
情な人間もいる中で、自分はそれを見破れるかどうか、
自信がありませんでした。 
 「諦めるしかない」「いや諦められない」といった心の葛
藤を繰り返す地獄のような 1 週間が続きました。 
 そんな時、インターネット検索で「こうほく・人と生きも
の・支えあう会」のサイトを見つけました。ここに至るまで
に、散々断られてきたので、ダメ元と思いつつ、一縷の
望みを託す想いで受話器をとりました。 
 電話に出られたのは代表の新堂さんでした。早速、そ
の仔の顛末をお話しすると、「それはかわいそうですね。
保護しましょう。」と言って下さいました。「あぁ、やっとあ
の仔を助けられる！」そう思ったら私は号泣してしまいま
した。 
 保護日は、よりによって、翌日に台風直撃を控えた日
でした。支えあう会の新堂さんと麻生さんに手伝ってもら
い、3 人がかりで 1 時間近く探したのに、どこにも姿を現
さず、諦めかけたその時、微かにニャーという鳴き声が

聞こえました。必死に辺りを見回すと、その仔がそっと座
ってこっちを見ていました。 
 新堂さんが用意して下さっていた猫餌を持って、近付
き、食べ始めた頃合いを見計らって抱き上げようとすると
逃げようとしました。初めて会った時は、スリスリと寄って
来て、あんなに懐っこかったのに、1 ケ月近い野良猫生
活で、怖いことや大変なことを経験したのでしょう。 
 台風が来る前の今、ここで保護しなければと決心して、
逃げようとする仔をぐっと引き寄せて、用意されたキャリ
ーに入れました。保護を終えると、安堵で涙が止まりま
せんでした。 
 後日、保護猫を獣医に連れて行った新堂さんから聞
いた話によると、健康に問題なし、既に不妊手術済みだ
ったということ。やはり、誰かの飼い猫だったのです。 
 動物を遺棄するのは犯罪なのです。一度人に飼われ
た仔は、簡単に野良猫として生きていけないのです。野
良猫の寿命は平均 3 年だそうで、事故・飢餓・病気等、
外には様々な危険があって長く生きるのは難しいです。 
 この仔は本当に幸運が重なって、新堂さんのご近所の
家猫となることが決まり、今は、お母さんのお布団に潜り
込んで一緒に寝ているそうです。 
 猫が幸せになるのも、不幸になるのも、人間次第です。
私たちと何ら変わりない同じ命なのに、邪魔になったら
物のように捨てる人がいるのです。不幸な動物がいなく
なるよう、願うばかりです。J 
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保護して間もない母子猫、警戒して固まっています 

Report	 II	 「昼夜逆転！寝不足続きの高田町・猫親子の保護活動」	 会員	 麻生愛美	 

	 

2013 年 9 月、港北区役所の紹介により、綱島
在住の Tさんから相談がありました。 
	 Tさんのパート先である高田町のドラッグスト
アに母猫と子猫 4 匹が生ゴミを漁りにきており、
母子全匹保護して里親を探したいとのことでし

た。 
	 Tさんはすでにドラッグストアの店長さんに許
可をもらい、お店の敷地内にケージを設置し、そ

こで数日餌付けをして馴らしたら捕まえる、とい

う計画をたてており、支えあう会からはケージで

うまく捕まえられない場合に備えて、捕獲器を貸

し出すことにしました。 
	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tさんの猫親子を保護したいという意思は固く、
また、行動力もある方なので、事は順調に運ぶも

のと思われました。ところが、ドラッグストアの

近隣の方から猫親子へのクレームがあり、保護す

るまでの一時的な餌付けであることを説明して

も納得してもらえず、早急に猫たちを保護せざる

をえない状況になりました。 
人馴れしておらず、餌付けもしっかりできてい

ない猫たちなので保護作業が難航することは容

易に想像できました。 
そこで、会の代表 新堂さん、会員の藤巻さん、

麻生が捕獲作業のお手伝いをすることに。 
日中は近隣の方の目に付くので、深夜の 3時に

集合し、猫親子が現れるのを待つことにしました。 
当日、明け方 4時くらいに母猫が現れ、よほど

お腹を空かせていたのでしょうか、拍子抜けする

くらいに警戒することなくあっさりと捕獲器の

中に入ってしまいました。 
しかしながら、困ったことに母猫を捕まえたも

のの、子猫が全く姿を見せません。 
	 母猫がいなくなってしまったら子猫が心細い

思いをするでしょうから、何としてもその日のう

ちに子猫を捕まえたいという思いで朝の 10 時ま
で粘りましたが、その日は結局、子猫は現れませ

んでした。 
	 翌日、やはり深夜の 3時に集まりますが、太陽
が昇っても子猫は一向に気配を見せません。悪い

想像をあれこれ巡らせてはかき消して、近隣の方

に子猫の情報収集をしますが収穫はありません。 
その日はもう諦めようかという時に、視線のは

るか数百メートル先にちょろちょろと動くいく

つかの物体が。え、え、まさか、まさか、もしか

して！？みんなで大急ぎでその先に向かい、通り

を挟んだ家から家にぴゅーっと駆けていく子猫

の姿を確認したときの喜びといったら！！ 
	 近隣の方に事情を話し敷地を貸していただき、

ケージと捕獲器を使い 4匹を無事に捕獲できまし
た。その頃には猫親子全匹を捕獲できた達成感と

連日の昼夜逆転による寝不足のせいでふらふら

でした。 
幸運にも捕獲場所の近くに野良猫の TNR 活動

に理解のあるコトブキ獣医科医院があったため、

捕獲後すぐに子猫の健康診断と母猫の手術をお

願いできました。診察の結果、母子ともに健康状

態は良好でした。コトブキ獣医科医院のみなさま

に本当に感謝です！ 
その後、4匹の子猫は Tさんの懸命な里親探し

により、三毛猫（メス）→岡山、茶トラ（オス）

→大阪、茶トラ（メス）→厚木、白黒（オス）→

大倉山と、無事里親さんに引き取られました。 
	 母猫（三毛）は小梅ちゃんと命名され、Tさん
のお宅のケージの中で家猫トレーニング中です。 
	 人馴れしていない小梅ちゃんを引き取ること

を決意し、根気強く接している Tさんには頭が下
がる思いです。 
野良猫を卒業した小梅ちゃんの近況について

は、また次の機会のお楽しみに！ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   里親さんとのご縁を待つ子猫たち	 



  
「港北区野良猫・地域猫支援協議会」の報告  

	 港北区獣医師会会員動物病院、区民、港北区役

所生活衛生課からなる協議会に支えあう会の安本

さんと新堂が委員として参加しています。協議会

の目的は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地域社会を目指すことです。	 

25 年度の活動としては、10 月の港北区の福祉大

会「ほくほくフェスタ」における協議会の啓蒙チ

ラシ配布と「こうほく・人と生きもの・支えあう

会」が担当している大倉山公園猫の不妊去勢手術

事業です。	 

大倉山公園の猫は黒猫が多いうえに、夜の餌や

りでは個体識別も難しい状態ですが、この一年以

内に増えたおよそ５頭が未手術なのではないかと

推定して事業計画をたてました。26 年 1 月から 3

月 15 日の間に実行していく予定でしたが、我が身

と犬猫を養うための仕事、老犬の介護、二回の大

雪、目当ての猫が何処かに遠征しているようで現

れないこと、B 型インフルエンザにかかり体力が回

復するまでに時間がかかったことなどから、期限

が来ても一頭も手術する事ができませんでした。	 

担当者は、決して怠けているわけではありませ

ん。昨年 6 月から 11 月までの間には公園内に増え

たり、遺棄されたりした６頭や個人宅庭に出没す

る親子猫３頭に手術しました。その中には、お腹

に子猫がいたり、発情しているメス猫もいました。

またこの冬には大曽根商店街近くに住む会員が商

店街に現れる猫４頭を手術して、支えあう会は費

用の応援をしました。大倉山公園周辺で TNR は確

実にすすめられています。	 

この冬のような悪天候のなかで短い期間に今ま

で捕獲を試みても賢くて失敗を重ねてきた猫に計

画を実行するのは大変難しく、こうした活動は期

限を決めて取り組むようなものでもないと感じま

した。日々の餌やりの中で、機を見て実行してい

くべきものなのでしょうか。	 

師岡グループが二年がかりでほぼ月に一回のペ

ースで取り組み、すでに 20 頭に手術を施すことが

できたように、現場の状況やペースに応じて取り

組む必要があると感じる次第です。	 

港北区野良猫・地域猫支援協議会の事業として

大倉山公園周辺の猫たちの不妊去勢に取り組むこ

とが TNR を地域の人たちに理解してもらうために

も意義あることと考え計画を立てましたが、担当

者の時間不足、体力不足、アイディア不足で挫折

しているところです。	 

しかし時間をかけてわかったことは、今のとこ

ろ未手術は 3 頭のオスだということです。	 

ご協力よろしくお願いします。（報告	 新堂泰江）	 
	 

「地域猫ボランティア・カトリーヌ」

 2010年5月にリタイア盲導犬カトリー
ヌを引き取り、MIX 犬ルカと 10 匹の

猫たちという大家族の中で楽しい

余生を過ごすことができるように

世話をしてきた。お座りもできない躾けゼロのルカ

と過ごすようになり、学習能力の高さからたちまち

普通の犬となり喜びを思い切り表現するようになっ

たカトリだったが、最後まで失わなかったものが三

つある。吠えないこと、他の動物を意識しないこと、

障害物の前で立ち止まることである。この三つは目

の不自由な方を危険から護るためには欠かせないこ

とである。どんなに自由な生活を送ろうとも訓練の

なかで獲得した基本的なことは失わないのである。 
リタイア後はボランティアと称しカトリの意思に

は関係なく、公園猫の世話に連れ回していた。犬の

大きさに初めはびっくりする猫たちも、何もしない

犬とすぐわかり、たちまち気にしなくなる。自由を

満喫していたカトリだが、昨年秋頃から認知症の症

状が現れ、散歩で好きな人に会ってもぼーっとして

いるようになった。時々痛そうに後ろ足を引きずる

ようなこともあり、リンパ腫も疑われたが、寿命と

病名の特定や治療を秤にかけて緩和ケアを選んだ。 

年明けて、1 月頃からどんどん元気がなくなり、
気持ちよさそうに寝ていることが多くなった。 
それでも介護用の胴着を持ち上げて外で用をたして

いたが、2 月に入るとそれもかなわなくなり、昼休
みに家へもどり、シートを交換した。亡くなる 2日
前から昏睡状態になり、2月 17日の昼にもどった時
は力のない呼吸をしていたが数時間後に帰宅したと

きにはもはやこと切れていた。 
リタイア犬の引取りは最後のところを預かるのだ

とわかってはいても本当に辛く悲しい仕事だ。 
4年前に私の職場で金沢市のMさんと別れた時に

は鼻を鳴らしていたが、小雨のなか素直に我が家ま

で一緒に歩き、2日ほどはMさんが迎えにくるので
はないかと玄関を気にしていたカトリだった。不安

そうなカトリに大丈夫だから心配しないでと言い聞

かせながら雨に濡れた大倉山を歩いたことが忘れら

れない。9年間Mさんに寄り添い、全国各地の由紀
さおりコンサートに新幹線や飛行機で出かけ、立派

に職責を果たした 15年の生涯だった。 
床についてからはルカがいつもカトリの耳を舐め

てやり、カトリは一生で一番綺麗な耳をして死んで

いった。	 大倉山公園自主管理人	 	 新堂泰江



こうほく人と生きもの支えあう会	 
活動の足跡	 

	 
2013 年 9 月 
・	 梅林 TELBOX キジトラメス不妊手術（大倉山動物病院） 
・	 師岡グループ・ブッチーニとスーちゃん二匹不妊手術（ウ

ェル動物病院） 
・	 新横浜遺棄猫保護・健康診断 新しい飼い主へ 
 
10 月 
・	 チャリティバザー（ギャラリーかれん） 
・	 高田西親子猫保護、母猫不妊手術（コトブキ獣医科病

院）母猫と子猫 4 匹それぞれ新しい飼い主へ。 ※手術費
は相談者負担 

・	 港北区野良猫・地域猫支援協議会「ほくほくフェスタ」に
て地域猫啓蒙チラシ配布 

・	 師岡個人宅庭出没猫去勢手術（バディどうぶつ病院） 
・	 大倉山一丁目猫群一斉手術・子猫保護プロジェクト始ま

る（バディどうぶつ病院） - 6 匹を不妊手術、子猫 6 匹は
新しい飼い主へ （2014 年 4 月現在継続中）  
※手術費は住民負担、子猫の保護にかかる経費を支え
あう会が負担 

・	 緑区猫手術費応援 
・	 梅林遺棄猫去勢手術（大倉山動物病院） 
・	 師岡グループ・女子ちゃん不妊手術（ウェル動物病院） 
・	 梅林黒猫事故死近隣の人達と埋葬する 
 
11 月 
・	 記念館坂茶トラ去勢手術（大倉山動物病院） 
・	 梅林 TELBOX 白キジ去勢手術（大倉山動物病院） 
・	 師岡グループ・アイちゃん不妊手術（大倉山動物病院） 
・	 師岡グループ・コムギちゃん不妊手術（ウェル動物病院） 

・	 師岡グループ・リンリン不妊手術（バディどうぶつ病院） 
・	 師岡個人宅庭出没猫去勢手術（大倉山動物病院） 
・	 大倉山三丁目個人宅庭出没猫去勢手術（大倉山動物病

院） 
・	 大倉山七丁目猫群一斉手術・子猫保護プロジェクト始ま

る（バディどうぶつ病院）  1 匹を去勢手術、4 匹を不妊手
術、子猫 4 匹は新しい飼い主へ（2014 年 4 月現在継続中） 
※手術費は相談者負担 

 
12 月 
・	 港北区野良猫・地域猫支援協議会 
 
2014 年 1 月 
・	 大曽根商店街猫去勢手術（大倉山動物病院） 
 
2 月 
・	 大曽根商店街猫不妊手術（大倉山動物病院） 
・	 大倉山ドキュメンタリー映画祭協賛 
 
3 月 
・	 小さなまちの小さな平和展参加（ギャラリーかれん） 
・	 大曽根商店街猫去勢手術（バディどうぶつ病院） 
・	 大曽根商店街猫去勢手術（大倉山動物病院） 
・	 神奈川捨猫防止会から手術費助成をいただく 
・	 師岡グループ・ピッピちゃん不妊手術（ウェル動物病院） 
・	 師岡グループ・タンタン不妊手術（大倉山動物病院） 
・	 梅林チャク治療 先天性口蓋裂と判明（大倉山動物病

院）ボランティア宅へ引き取り 

 
 
 

[ 編集後記編集後記  [  
ニュースレターを発行し始めてから６年目、初めて半年間の発行をお休みさせて頂きました。読者ファン
など居ないと思いつつ、もし楽しみにしてくれている方がいらしたら、失礼をした。私事ではあるが、私
が港北区から実家に近い千葉県柏市に引越し、「港北区野良猫・地域猫協議会の報告」および「管理人日誌」
をお読み頂けると分かる通り、代表の新堂さんが大変な時期であった等、諸事情が重なったためである。 
気を入れ直して、春号から夏号の間は短めに、早速次号の打ち合わせを進めたい。 
ニ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J 
BLOGBLOG：： http://sasaeaukai.blog17.fc2.com/http://sasaeaukai.blog17.fc2.com/WEBWEB：： http://sasaeaukai.web.fc2.com/http://sasaeaukai.web.fc2.com/  

●●こうほく・人と生きもの・支えあう会とは･･ ･こうほく・人と生きもの・支えあう会とは･･ ･   
港北区で生活する人々や動物にとってやさしい地域をつくることをめざしています。港北区で生活する人々や動物にとってやさしい地域をつくることをめざしています。   
具体的な活動内容は；①飼い主の居ない猫の不妊・去勢手術と保健衛生、②ファンドレイジ具体的な活動内容は；①飼い主の居ない猫の不妊・去勢手術と保健衛生、②ファンドレイジング、ング、  
③給餌活動、④啓発活動、⑤まちづくり、⑥広報。③給餌活動、④啓発活動、⑤まちづくり、⑥広報。	 	 当会では、随時会員を募集しています。当会では、随時会員を募集しています。   

	 

	 

 

なんでも舎ケアサービスを始め、延べ 39 名の個人の方より、2013 年 9

月から 2014 年 3 月までの間に、合計 162,185 円のご寄付を頂きました。 

 また、昨年秋のバザーにおいては、会場に設置した募金箱に多くのみ

なさまからのご寄付をいただきました。 ありがとうございます。 

 さらに、金銭的な支援のほか、ウェル動物病院、神奈川捨猫防止会、

バディどうぶつ病院、大倉山動物病院、コトブキ獣医科医院には、様々

な形でご理解・ご協力をいただいています。 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。 

港北区地域交流バザー	 

らくらく市のご案内	 
 
 

こうほく・人と生きもの・支えあう会も 

出展予定。是非、足をお運びください。 

 

日時： 2014 年 5 月 11 日（日） 

    10:00〜14:00 

 

場所： 港北図書館前広場 
     （東急東横線・菊名駅徒歩５分） 


