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Report I 「ガビガビちゃんがフッワフワちゃんになったあ〜〜！！」 会員 K.S. 
 

ご近所の⽅から「昨⽇、⽩⿊の⼦猫を⾒
たよ」との情報が⼊ったのは、1 ⽉中旬ぐらい
の事でした。翌⽇、お隣の広いお庭の奥で枯

草の中に潜り込んでお昼寝をしている⼦猫を⾒かけました。 
お腹空いてるんだろうな〜と気が気ではない私。 

その翌⽇、今度は⽬の前を、トゲトゲのたくさん出た、まるで
ハリネズミのような⽣物が、後ろ⾜びっこを引きながら駆け抜けま
した。「今のは何？」 よーく⾒ると、あの⼦猫ではありませんか！ 
どうやら体中に枯れ草が付いてしまったようでした。 

もうこれは保護しなければ！と、お隣さんに猫捕獲の協⼒を
お願いしたところ「⾃分達でやる」とのこと。何もしてあげられない、
もどかしい気持ちで、さらに 2 ⽇が過ぎました。 

発⾒から 3 ⽇後、突然家の呼び鈴が鳴り、お隣の奥様が慌
てた様⼦で「⼦猫を捕まえたので来てください」と。慌ててキャリー
を抱えて⾛っていくと、娘さんが⾍取り網ですっぽりと⼦猫を覆い、
逃げられないように地⾯に抑え付けていました。⼦猫は⼒尽きて、
観念している様⼦でした。 

ネットで覆われた猫は⼤変扱いやすいので、サッサッとキャリー
に押し込み家に連れて帰りましたが、キャリーの扉を開けても、奥
の壁にアンモナイトのように丸く固まったまま動きません。      
「このまま死んでしまうのかな」という不安が⼀瞬過りましたが、ま
だ息をしていたのでホッとしました。翌⽇は雪がちらつく寒い⽇だっ
たので、この⽇に捕獲できたのは、本当にラッキーでした。 

キャリーから出してみると「何だこりゃ〜？」。体がガビガビで、
枯葉などのゴミがべったりと貼りついているではありませんか！しか
も物凄い悪臭を放っていました。 ただ野良猫にしては、軽い⿐
⾵邪はひいていたものの、お⽬⽬はグジュグジュしてなくパッチリ！
下痢もなく（⾷べていないので出る便もなかったようですが）衰

弱しているものの、緊急に受診する必要はないように⾒えたので、
落ち着くまで少し様⼦を⾒ることにしました。 

しばらくケージで休ませて、空きっ腹に優しいスープ状の餌を
与えてみたら、物凄い⾷欲！やっぱりお腹空いてたんだね。徐々
に形のあるフードに変えていき、2⽇後にやっと1.5cmぐらいの⿏
の糞のようなウンチが出ました。本当によくここまで頑張ったね〜 

捕獲から 4 ⽇後に、健康診断とクリーニングのために、バディ
どうぶつ病院を訪れました。先⽣は⼿慣れた⼿つきで⽖を切り、
診察をしてくださいました。体重は、推定⽣後 4 ｹ⽉（♀）にも
かかわらず、1.4キロしかなく、体のあちこちに傷や腫れがあるもの
の、幸い⾻に異常はありませんでした。 エイズ(-) ⽩⾎病(-) 
腹の⾍(-) 体のガビガビは、ネズミ取りに掛ったのかトリモチのよう
な粘着性のものが付着していました。 

スタッフさんは⼀瞥して「やるなら粉しかないわね」と・・・体全体
に⼩⻨粉をまぶし、サラダオイルを塗り、その後シャンプー、リンス
をしてくださった結果、あのガビガビの汚い臭い⼦猫が、フッワフワ
の⼦猫ちゃんに変⾝！バディマジックに感謝！ 

⼦猫ちゃんは仮名を「ゆづ」（フィギアスケートの⽻⽣結弦選
⼿のように、苦難に負けない強い⼦になってほしいという願いを込
めて）と付けました。 

フッワフワの美少⼥ゆづちゃんは、毎⽇モリモリ⾷べて、体重
激増中。来⽉には不妊⼿術も受ける予定で、素敵な⾥親さん
に巡り合えるべく、家猫修⾏に邁進しております。最近は⼤⾳響
のゴロゴロも聞けるようになったのですが、抱っこはまだ無理そう。 

ゆずちゃんの⼼の傷を癒してくださる、優しい⾥親さん⼤募集
中です！！宜しくお願い致します。

 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 

ぐったり空腹のガビガビちゃん 

フワフワに⽣まれ変ったゆづちゃん 



ReportⅡ 医療費カンパのお願いと⾥親さん募集     会員 藤巻かおり 
 

港北区在住の H さんから、病気の猫を
保護してもらえないか、とブログ経由でお問

い合わせがありました。 
10 年近く鶴⾒川のとある⼟⼿で暮らす猫で、昨年９⽉

くらいから⿐が腫れてきたそうです。徐々に⼤きくなるその腫
れ物のせいでご飯も⾷べられなくなり、痩せて弱っているとい
うので急遽保護し、名前を「殿」としました。 

保護直後、腫れはミニトマト程の⼤きさにまで膨れあがっ
ており、病院へ⾏く途中で⿐をぶつけキャリーケースの中は
⾎だらけ。あまりの痛々しさに直視できませんでした。 

現在はラヴィ動物病院に⼊院中。検査の結果「クリプトコ
ッカス症」の疑いがあることが分かりました。「クリプトコッカス
症」とは、鳩のフン等に含まれる真菌が原因の感染症で、
免疫が弱っていると⼈間にうつることもあるそうです。当初は
悪性腫瘍の可能性もあり、それが否定されたのは⼤変良い
ことだったのですが、クリプトコッカス症も死亡する危険のある、
難治性のやっかいな病気です。治療には抗真菌剤の⻑期
投与・⻑期⼊院が必要となり、どうやら会の財政を圧迫する
ほどの医療費がかかりそうなのです。 

殿クンは野良猫ですがとても⼈懐っこく、抱っこも OK。 
腫れ物が邪魔して⼝からはご飯が⾷べられないので、病院
ではスポイトで強制給餌していますが、全く嫌がることなくさ
れるがまま。⼤⼈しくて、とても良い⼦なのです。腫れ物がな
ければ、本当に可愛らしい顔をしています。 

去勢済なのに⽿カットがないので、元は飼い猫で捨てられ
てしまったのかもしれません・・・。 

H さんがいなければ、間違いなくこの寒く厳しい冬を乗り
越えることなく、お腹を空かせたまま死んでしまっていたことで
しょう。こんなにひどくなってしまう前に保護してあげられなかっ
たことが、ただただ悔やまれます。 

治療には前途多難が予想されますが、出来るだけのこと
をしてあげたいと思っております。 
みなさまの温かいお⼼づけ(カンパ)をお待ちしております！ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
【飼い主 ⼤募集中！ダイちゃん（オス）】 
諸事情により、⾥親さん宅から出戻って参りました、 
ダイちゃん（オス・⽣後８か⽉）です。エイズ・⽩⾎病陰性、
体内外寄⽣⾍駆除済。去勢済。やんちゃな⾯もありますが、
温和でお利⼝さんです。特技は⼤⾳量ゴロゴロ。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【飼い主 ⼤募集中！ミケちゃん（メス）】 
新⽻町の⼯場地帯にいた⼦猫。交通事故の⼼配もあり保
護されました。⽣後３か⽉前後。エイズ・⽩⾎病陰性、体
内外寄⽣⾍駆除済。三⽑柄のきれいな美猫ちゃん。現在、
家猫修⾏中です。ツンデレ好きな⽅におススメです！！ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【飼い主 ⼤募集中！ゆづちゃん（メス）】 
⾍取り網で保護されたという、異⾊（？）の経歴の持ち主。
エイズ・⽩⾎病陰性、体内外寄⽣⾍駆除済。詳しくは本
号の記事をご覧ください！ 
 

 

 

 

 

 

病院で優しくしてもら
い、⾷欲も少しずつ
回復しています。 
⿐の真ん中にドーン
と居座っているのが
憎たらしいクリプトコッ
カスによる腫れ物。 
⿐⾃体が腫れてしま
っており、この腫れの
中に⿐の⽳があるの
です。呼吸もままなら
ない状態です。 



Call for Volunteers!  成猫の⼀時預かりさん⼤募集中！ 
 
駒岡で成猫 21 匹が難しい環境で飼育されています。⼀家の主が病に倒れ、残る家族も体調不良などで

猫の世話をするのが困難な状況です。ゴミだらけになってしまったアパートに家族 3 ⼈と猫 21 匹が暮らしてい
たのです。猫たちは幸いにして完全室内飼いでしたが、病気や怪我をしている⼦も多数います。 

現在はつるみ・猫のカギしっぽさんと動物愛護協会とで猫の不妊⼿術を進めていますが、預け先のない猫たちは、また難しい環
境に戻さざるを得ません。猫たちはみな⼤⼈しくていい⼦たちだそうです。 

⾥親さんが⾒つかるまでの間、猫たちの⼀時預かり先になってくださいませんか？  

詳しくは・・・ 「つるみ・猫のカギしっぽ」 
ブログ：http://tsurumineko.blog9.fc2.com/blog-entry-241.html 
E-mail：tsurumikagishippo@gmail.com

 

 

 

 

 
2014 年 12 ⽉〜2015 年 2 ⽉会計報告 

 

 
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。 
 
【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 
 
郵便振替 00270-6-54901 
こうほく・⼈と⽣きもの・⽀えあう会 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 収入 支出

11 月末繰越金 257541  
会費収入 4,000  

寄付金 137,850  

売上収入 100  

助成金 45,000  

医療費  287,124
事務費  1,894
雑費  18,000
印刷費  315
消耗品費  435

小計 444,491 320,868
残高 123,623 

活動の足跡 
 
2014 年 
●12 ⽉後半から 
・ ニュースレター第 6 巻・第４号発⾏ 
・ ⼤曽根１丁⽬町内会・商店街代表の⽅々と懇談・地域

猫の取り組みについて説明 
・ ⼤倉⼭７丁⽬猫３匹不妊去勢⼿術（Buddy どうぶつ病

院） 
・ ⼤倉⼭ 3 丁⽬猫 2 匹不妊去勢⼿術（Buddy どうぶつ病

院） 
 
2015 年 
●１⽉ 
・ ⼤倉⼭梅林にて⾜の悪い猫を保護するための捕獲器にタヌ

キ・解放 
・ 周辺のタヌキはみな疥癬に罹患 
・ 新⽻町⼦猫 2 匹保護（Buddy どうぶつ病院） 
・ 新⽻町猫４匹不妊去勢⼿術（コトブキ獣医科医院、

Buddy どうぶつ病院） 
・ 新⽻町猫 4 匹不妊⼿術（⼤倉⼭動物病院） 
・ 新⽻町猫去勢⼿術（⼤倉⼭動物病院） 
・ ⾥親さん宅から脱⾛した猫を捜索・保護・⼊院治療

（Buddy どうぶつ病院） 
・ 篠原北⼦猫保護（Buddy どうぶつ病院） 
・ 新⽻町猫３匹不妊去勢⼿術（ラヴィ動物病院） 

このうち１匹は元気がないのでボランティア宅引取り 
・ 篠原北⼦猫保護（Buddy どうぶつ病院） 
・ 綱島⻄猫保護応援（失敗） 
・ ⼤倉⼭ 3 丁⽬猫 1 匹去勢⼿術、後ろ左脚の怪我治療

（Buddy どうぶつ病院）費⽤は依頼者負担、⾜りない分
を当会が援助 
 

●２⽉ 
・ 新⽻町猫 1 匹不妊⼿術（ラヴィ動物病院） 
・ 外出先で失踪した飼い猫保護のために捕獲器貸し出し→

無事に保護 
・ 新⽻町⼤⽵橋にてクリプトコッカス疑いのオス猫保護・⼊院・

検査・治療（ラヴィ動物病院） 

HELP! 

NEWS! 
このたび、こうほく・⼈と⽣きもの・⽀えあう会で、
郵便振替⼝座を開設しました。郵便局の振替⽤紙で、
より簡単に⼿数料も安く、会費の納付等が可能となり
ました。 ぜひ、この機会に、会費の更新、ご寄附を
ご検討ください。よろしくお願いいたします。 



 

「港北区野良猫・地域猫⽀援協議会」の報告 

「港北区野良猫・地域猫支援協議会」は港北区獣医師会会員動物病院、動物適正飼育推進員、動物愛護団

体、港北区役所生活衛生課などで構成され、人と猫の共生をめざして活動しています。 
「こうほく・人と生きもの・支えあう会」からは安本さんと新堂が H.25 年度より委員として参加していま

す。11 月の会議で大曽根１丁目地域の猫たちが増えていくのを心配する住民の方々に協力して支えあう会が

この 1 年間に 15 頭の手術費を負担してきたこと、今後の手術については地域の問題として地域で取り組んで

もらえればという相談をしました。そして、生活衛生課が二つの町内会と商店街の代表の方々に支えあう会

から説明・相談する機会をコーディネイトしてくださいました。地域猫に関することと大曽根１丁目地域の

猫問題解決策を会の麻生さんが資料に作成して、当日説明・相談しました。 
その結果、二つの町内会で会が作成した資料を回覧してくださることになりました。今後は周りの理解を

得ながら猫たちの世話をする人たちが増えていくように応援していきたいと思います。 
次回 2 月 27 日の会議では、(1) H.27 年度の啓発事業について(2) H.27 年度の活動について（人選を含む）

(3) らくらく市について（らくらく市リーフレット原稿内容、出店内容、新チラシ、当日の参加者など）な

どが議題となっています。 
野良ちゃんが排除されることなく、地域猫として人々の周りで適切な管理のもとに生きていくことができ

るように協議会の会議はゆっくり進んでいます。 

 

 春よ来い 
 

梅が咲き始めましたが、夜の寒さは厳しく、時

折降る雨が外の猫たちにとっては辛いものとな

っています。カエルが産卵を始め、ひと月後には

桜の開花も予想されます。その間の寒暖の繰り返

しが花芽や木の葉の芽を揺り起こします。大倉山

の太い尾根の目覚めるときが近づいています。 
梅林の足の不自由な黒猫ちゃんを引き受けてく

ださる方も決まっているのに、保護に失敗して怖

がらせてしまいました。手でつかまえるのはあき

らめて、捕獲器を仕掛けたらタヌキが入り、中で

大暴れしたようで、余計クロちゃんを怯えさせて

しまいました。タヌキを捕獲器から出そうとする

と狸寝入りを決め込んで、出ようとしません。噛

まれると大事になるので気をつけながら何回も

捕獲器を揺すり、やっとのことで出しました。タ

ヌキは怖いことがあると固まってしまうようで

す。クロちゃんはトラウマ、管理

人も自信をなくし、仕切りなおし

て信頼関係を回復させていきた

いと思います。 
 

大倉山公園自主管理人 
新堂泰江

 

 編編集集後後記記  
2 月 22 日は、「にゃん 3」の語呂から猫の日らしい。まだ寒いのに、動物の体内スイッチは春らしく去勢し
ていないドラ猫が「アーオ・アーオ」と鳴く声が聞こえて来るのもこの頃。百人一首で猿丸大夫が詠んだ
鹿の鳴き声が秋の季語ならば、ドラ猫の声は早春か？「最近はこの声を聞かないね～♪」と TNR の成果を
実感できるか。さて、今年の春は、どうであろう。全く無いと寂しいと思うのは私のエゴだろうか？❤ 
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。。  

大倉山ドキュメンタリー映画祭

今年で第 8 回を数える⼤倉⼭ドキュメンタリー
映画祭が 3 ⽉ 28 ⽇(⼟)〜29 ⽇(⽇) ⼤倉⼭記念
館ホールで開催します。 
【予約受付中】ookurayamaeiga@yahoo.co.jp  
会場：⼤倉⼭記念館 
時間：10:00〜18:25（29 ⽇は、18:00 まで）

☛今回のイチオシ 
3 ⽉ 28 ⽇（⼟）12:30〜 「夢は⽜のお医者さん」

小さなまちの小さな平和展 

期間：2015 年 3 ⽉ 9 ⽇（⽉） 
〜3 ⽉ 13 ⽇（⾦）まで  

会場：ギャラリーかれん  
「こうほく・⼈と⽣きもの・⽀えあう会」も
出展します。是⾮、⾒に来てください。 
チャリティ・ハガキの販売もしています。 
是⾮、ご協⼒ください。 


