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こうほく・人と生きもの・支えあう会

手術前、病院のケージの中のお母さん三毛猫 
こんな可愛い顔で、私達を翻弄しました。 
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Report I 「三毛猫一族捕獲大作戦‐最新情報」    会員 藤巻 かおり 
 

 2013 年の秋から取り組ん

でいる、ミケ猫一族の捕獲大

作戦。これまでにメス６匹のＴ

ＮＲと、子猫６匹の保護・里親

さん探しを行いました（参照：

ニュースレター第 6 巻 2 号）。残りの猫は、年明け

の発情期前に捕獲する予定でしたが、この冬は大

雪が降ったり、メンバーのスケジュールが合わなか

ったりと、やむを得ず先延ばしになっていました。 
春の広報誌にささえあう会が紹介されると、親子

猫の保護依頼が相次ぎました。ボランティア宅は保

護した子猫だらけ、なかなか一族の捕獲に取り掛

かることが出来ません。新たに子猫が産まれている

ことは耳に入っていました。「急がなくては！」と焦

るばかりの時が過ぎ、ようやく作戦を再開したのは

夏真っ盛りの 8 月になってからでした。 
当初 20 匹以上いた一族は、里親さんが見つか

ったり、他の餌場へ移動したりして、10 匹弱まで減

っていました。そのうち不妊していないメスは１匹だ

け。2012 年生まれのこのミケは、これまでに何回も

他の猫が捕まるのを見ており、捕獲器にはまったく

近寄ろうとしません。他のお宅でも餌を貰っている

ためお腹がペコペコにならないので、危険を冒して

まで捕獲器の中に入る必要がないのです。とにか

くやるだけやってみよう、と会員の A さんと 8 月のほ

ぼ毎日現地でスタンバイ。しかし、汗だくで蚊に刺

されながら待つ私達をあざ笑うかのように、警戒し

たミケは次第に姿を見せなくなってしまいました。

実はミケちゃん、この時すでに妊娠中で、どうしても

出産前に捕獲したかったのですが、餌やりをしてい

る方からある日「産んだらしい」と聞き、がっくりと肩

を落としました・・・。また一からやり直しです。 
秋の深まりとともに子猫たちの離乳も完了。気持

ちも新たに捕獲作戦を再開しました。まずは子猫

から保護するべく捕獲器を設置しました。その時、

私達の頭の中にあったのは子猫のことだけ。ミケの

ことは、「どうせ捕獲器には入らないから」と、その

動向をまったく気にしていませんでした。しかし、し

ばらくして様子を見に行った A さんが「母猫が入っ

た！」と言って重そうに捕獲器を持ってくるではあり

ませんか！半信半疑で覗き込むと・・・！ 
あんなに警戒していた捕獲器に入るなんて、い

ったいどういう風の吹き回しでしょう？「違うミケでは

ないよね？」と思わず何度も確かめましたが、間違

いなく指名手配中のミケでした。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

興奮冷めやらぬまま帰宅しパソコンを開くと、以

前ブログ経由で「三毛猫が捕まらない」と相談をし

て来られた方からメールが来ていて、なんとその方

も、苦戦していたミケを捕まえたというのです。 
１２月の寒い満月の夜には三毛猫が捕まりやすい、

という仮説が成り立ってしまうような、なんとも不思

議な一日でした。 
春と夏に生まれた子猫（7 匹）については、4 匹

は TNR 済み、１匹は里親さんが決まり 1 匹は絶賛

里親さん募集中、残る 1 匹だけまだ捕獲出来てい

ませんが、近日中に TNR 予定です。 
全て完了した時点で家系図も更新したいと思い

ますので、どうぞお楽しみに！  

 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 



ReportⅡ 地域猫オフ会 報告           会員 後藤 尚味 
 

ネットを通じて地域猫問題を相談

をしていた NPO 法人ねりまねこより

オフ会のご案内をいただいたので、ささえあう会のメ

ンバー４名で参加してきた。 

11 月 23 日（日）練馬駅前の区民・産業プラザ、ココ

ネリホールで午後１時半から３時間の会合で、休憩を

挟んで、前半は講演、後半はグループ討議という構

成で時間が足りないほど内容はてんこ盛りであった。 

講演は「人と猫が共生できるまちづくり」と題して、

元・練馬区保健所職員の石森信雄氏が「動物の愛護

及び管理に関する法律」で謳われている「人と動物の

共生する社会」とはどういう社会像なのか、そして「地

域猫活動」とはどういう活動を指すのかを、わかりや

すく定義を要素ごとに分解して解説をした。 

地域猫活動は、単に TNR 活動を行うだけではなく、

地域の住民を巻き込んで、動物と人とが共存する社

会を作り上げていく活動であり、あくまで地域の人が

対象であって猫ではないことを強調した。また、管理

している地域の猫のリストを必ず作成することを奨励

した。記録を残しておくことで個体数の変化を把握で

き、他者への説明材料に使用する時に客観的な説

明が可能となるからだという。 

後半は「猫トラブル」「TNR と動物医療」「譲渡保護

活動」「地域猫啓発とネットワーク」「行政協働」の５つ

のグループに分かれてグループ討議を行った。支え

あう会のメンバーはそれぞれ関心のあるグループに

分かれて参加し、発言と共に情報収集を行った。 

外部団体との交流は、とても有意義で新鮮な経験

であった。 
 

ねりまねこ地域猫の象徴 「かっぱちゃん」 （ねりまねこ WEB より） 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

おおぜいの⽅々からご寄付を頂戴しました。 
猫たちの餌代はボランティアが各⾃負担していますので、
ご寄付は猫たちの⼿術・治療、運搬、事務費などに使わ
せていただきます。誠にありがとうございます。 
 
10 ⽉ 12 ⽇にチャリティバザーをおこないました。どこでも
最近はバザーの品物の集りがよくないと⾔われています。
⼈々が必要以上の買い物をしないこと、贈答品のやり取
りが少なくなってきていることなどが原因だと考えられます。
やはり世の中の景気はよくないのです。アベノミクスの恩恵
を被っているのは⼀部のお⾦持ちや⼤企業のようです。 
⽀えあう会のバザーは売上が 32,310 円で以前よりは少
ないのですが、バザー前⽇や当⽇の皆さんのご寄付が
137,479 円でした。本当に皆様のあたたかい⼼意気に
感謝申し上げます。 
 
広報に掲載されたり、ブログを⼀新したりしたことから相談
や応援依頼も増え、ネッワークが広がりました。出会うこと
のできた皆様がたや⽣き物たちの幸せを⼼から願う年の
瀬です。 
 
 
【会費・寄付⾦振込先】 
三菱東京 UFJ 銀⾏ ⼤倉⼭⽀店 普通 0008270 
こうほく・⼈と⽣きもの・⽀えあう会 

2014 年 10 ⽉ 12 ⽇バザー会計報告 
 収入 支出

会費 11 名 5,500  

寄付金 137,479  

バザー売上 32,310  

会場費  10,000
仕入  4,725

小計 175,289 14,725
バランス 160,564 

2014 年 10 ⽉〜11 ⽉会計報告 
 収入 支出

9 月末繰越金 166,492 
会費収入 5,500  

寄付金 221,799  

売上収入 35,810  

助成金 25,000  

医療費  161,780
仕入れ  4,725
器具備品  20,000
雑費・仮払い  15,200
印刷費  335

小計 454,601 202,040
残高 252,561 



ReportⅢ エリアごとの活動状況 報告        

  会員 麻生 愛美 
 

【大曽根商店街】 
2014 年 1 月から現在までに 6 匹のオス猫、8 匹の

メス猫の TNR を実施。子猫 1 匹が里親さんのもと

へ。 
現在、商店街の野良猫を地域猫として全体で見守っ

ていけるよう、住民、商店街、町内会との連携を模

索しているところです。報告は次回に。 
 
【樽町 1 丁目の白黒猫一族】 
2014 年 8 月から、現在までに、父親と思われるオ

ス猫１匹を TNR、8 月生まれの子猫 5 匹を保護して

里親さんのもとへ。 
肝心の白黒柄の母猫の捕獲ができていないため、餌

やりさんと協力しながら、捕獲活動を継続中です。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【大倉山 1 丁目の三毛猫一族】 
2011 年 7 月に庭に来た三毛猫に餌やりをはじめた

ことから 2 年もの間に 20 匹以上に急増しました。 
2013 年 10 月から現在までにメス猫 9 匹、オス猫 5
匹の TNRを実施し、子猫 7匹は里親さんのもとへ。 
現在、9 月生まれの子猫 1 匹の里親募集中。 
9 月生まれで性別不明の子猫の手術ができていな

いため、捕獲活動を継続中です。 
現時点で、手術が必要な成猫はゼロとなりました！ 
このエリアの猫は 10 匹ほどに減っており、上記 9
月生まれの子猫の手術が完了すれば、この三毛猫一

族から猫が増えることはありません。 
（難航した最後の三毛猫の TNR エピソードは巻頭

ページをご参照くださいませ。） 
 
【大倉山 1 丁目レモンロード商店街南側】 
会員 N さんのご好意で、お庭に猫ハウスを設置し

てもらい、2000 年頃から当会で継続して 3～4 匹の

餌やりを続けていましたが、猫の老齢化で年々、猫

の数が減り、2012 年にはお婆ちゃん猫ファニーが最

後の 1 匹となりました。 
今年の秋からそのファニーも食欲不振で体調を崩

したため、治療入院しました。体調は回復したもの

の、老齢であることから、外猫を卒業し、当会代表

宅が引き取ることに。 
一度、窓から脱走したそうですが、今はお部屋の中

でぬくぬくと家猫生活を満喫しているそうです。 
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活動の足跡 
2014 年 
●9 月 

・樽町１丁目の子猫 1 匹を保護・里親探し（Buddy どうぶつ病院）

費用は依頼者負担→里親さん決定！ 

・大曽根商店街の猫 3 匹を不妊・去勢手術（大倉山動物病院）

・大曽根商店街の子猫 1 匹を保護・里親探し（Buddy どうぶつ病

院） 

・ニュースレター発行 

・里親さん宅から脱走した子猫を保護・治療（Buddy どうぶつ病

院） 

その後ボランティア宅で預かり里親探し→里親さん決定！ 

●10 月 

・篠原北の中猫 4 匹を不妊・去勢手術（Buddy どうぶつ病院）費

用は依頼者負担 

2 匹は新しい飼い主へ残り 2 匹はリリース 

・年に一度のチャリティバザー開催 

・大倉山１丁目レモンロード商店街南側の老猫ファニー保護・治

療（Buddy どうぶつ病院） 

 ファニーちゃんボランティア宅へ引取り 

・大曽根商店街の猫 1 匹を不妊手術（Buddy どうぶつ病院） 

・大曽根商店街の猫 2 匹を不妊手術（大倉山動物病院） 

・樽町１丁目の子猫 2 匹を保護・里親探し（Buddy どうぶつ病院）

費用は依頼者負担→里親さん決定 

●11 月 

・大倉山 1 丁目山側の猫 1 匹を去勢手術（Buddy どうぶつ病院）

・大曽根商店街の猫 2 匹を不妊手術（大倉山動物病院） 

・港北区野良猫・地域猫支援協議会 

・箕輪町の猫保護の応援・去勢手術（大倉山動物病院）費用は

依頼者負担 

・ねりま猫主催・地域猫オフ会参加 

・篠原北脱走猫保護のため捕獲器貸出・無事保護 

・綱島で保護された迷い猫の、里親探しお手伝い→里親さん決

定！  

・大倉山駅前のはぐれ子猫 1 匹保護・里親探し（Buddy どうぶつ

病院） 

●12 月 

・大倉山１丁目の三毛猫一族、夏生まれのオスの子猫 3 匹保護

（Buddy どうぶつ病院） 

 1 匹は里親さん探しへ 

 残りの 2 匹は人馴れしないため去勢手術後リリース 

・同三毛猫一族、最後のメスを捕獲・不妊手術（Buddy どうぶつ

病院） 

・同三毛猫一族、春生まれのオスを捕獲・去勢手術（Buddy どう

ぶつ病院） 

上記三毛猫一族の費用は依頼者負担 

里親さんが見つかった樽町の子猫たち 

外猫時代のファニーちゃん 



 

 

11 月 14 日（金）に開かれた協議会では、不妊

去勢手術推進事業の進捗状況について補助対象

者である「こうほく・人と生きもの・支えあう

会」の新堂が報告しました。 
補助上限 20 頭のうち、14 頭が実施済や進行中

であることを報告しました。地域的に近くであ

るバディどうぶつ病院や大倉山動物病院に手術

が集中していることに対して、参加の委員より

苦言がありました。支えあう会としてはこの二

つの病院が野良猫の手術や治療に関して理解が

深く、距離的にも近いので利用しています。動

物病院によっては野良猫が苦手、手術しても泊

まらせない、暴れる猫のケアには人手が不足な

どの理由でこれまで断られたりしてきた経験か

ら、上記の病院が手厚くケアをしてくれるので

野良ちゃんたちをいつも運んでいます。 
 そのほか、動物病院やお店などに置いている

猫のための募金箱の回収時期、来年度の活動、

啓発事業、その他などについて討議しました。 
 来年度も不妊去勢手術推進事業を続けていく

ことはすんなり決まりましたが、啓発活動につ

いては第 2 回協議会において、学習会の実施に

関しては第 3 回協議会にプランを持ち込みまと

めると決まっていたので、支えあう会より 2 案

提出しましたが、ポスターを作るという提案が

急浮上して、学習会は次年度へということにな

りました。 
協議会がすることは猫の手術だけなのかと思

わずつぶやきましたが、最後に来年度 5 月の「ら

くらく市」への参加を決めて終了しました。 
毎回事業計画案を出し、忙しい思いをしなが

ら協議会に参加していますが、年 4 回の会議で

具体的なことまで決めていくのは難しいです。

虚しさを感じていたところ、現地での話し合い

が急務だと訴えていた某地域の野良ちゃん対応

の案件が、生活衛生課のコーディネイトによっ

て、話し合いの場が持てることになりました。 
協議会に参加し続けること、とにかく状況を

報告し、対話していくことが大切なのだと思い

知りました。 
 

報告 新堂泰江

 
 
 

いつもより冬が早く始り、外暮らしの猫 
たちにとっては厳しい季節の到来です。

気がかりなことは、梅林に居る左足の不自由な黒

猫のことです。身体が不自由なためか警戒心がと

ても強く、いつも管理人の餌を待ち構えているの

ですが、シャーシャーフーフーも激しく、こちら

がもたもたしていると、パンチも飛んできます。

触ってほしい気持ちもあるようで、本来は甘えん

坊で感情豊かな猫のようです。散歩の犬が離れて

追いかけることもあるので、とても心配で家に入

れてやりたいと思いますが、我が家は満員状態で

す。我が年齢の事を考えても、これ以上は我慢し

たほうが猫たちの為にも良いと思います。 
この日誌をご覧になっているどなたかが足の悪い 
 

黒ちゃんを家族の一員に加えていた

だけないかなと夢のような事を考え

る管理人です。 
気がかりな事がもう一つあります。昨年 10 月に梅

林で保護して我が家の一員となった散歩大好き猫ス

ースーが 11 月にいなくなりました。同じころ梅林で

餌を食べていた茶トラ猫のチャトラン、我が家に朝

晩食べに来ていた虎吉くん、いずれも去勢済みのオ

ス猫 3 匹の姿が見えません。猫同士の関係がうまく

いかなくて、移動したのでしょうか？猫取り業者が

ウロウロしているとの情報もありません。他に生き

ていく場所を見つけたのならいいのですが、はっき

りしないので心配です。 
 

大倉山公園自主管理人 新堂泰江 

 

 

 

 

 

「港北区野良猫・地域猫⽀援協議会」の報告 （平成 26 年度 第 3 回） 

 編編集集後後記記  
今回の支えあう会のニュースレター発行日は、第 47 回衆議院議員総選挙の日にあたる。投票を済ませてか
ら発送作業場に向かう予定にしている。自分たちを取り巻く施策や環境を変えることのできる一票の可能
性を有効に投じたい。猫も、人も、どうにも生き難いこの世の中を少しでも良い方向に導けるように❤ 
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 
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。。  

～寒い冬がやってきた～


