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助成⾦のご案内 ＆ 2015 年度「港北区野良猫・地域猫⽀援協議会」の報告 ⿇⽣愛美  
 

5 ⽉ 8 ⽇ 13 時 30 分に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
⽣活衛⽣課らが集まり、新年度の協議会を開催しました。 
昨年度まで、⽀えあう会では代表の新堂さん、安本さんが

委員を務めておりましたが、今年度から藤巻さん、⿇⽣が引
き継ぐことになりました。 

 
■2014 年度の成果 
2014 年度は、不妊去勢⼿術推進事業に 10 万円の予

算がつき、20 匹の不妊去勢⼿術の助成⾦（1 匹につき
上限 5000 円）として使いました。 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

数年前から野良猫の去勢・不妊⼿術が進んでおらず地域
の問題になりつつある⼤曽根 1 丁⽬を重点エリアとして事業
を進めました。 
猫の餌やりさんが⼿術費⽤を負担するのが難しいということ

で、助成⾦で⾜りない分は⽀えあう会が負担してきましたが、
本来、猫の世話をする個⼈が抱える問題ではなく、地域
全体で共有すべき問題であると考えるため、地域の⽅々と
の話し合いの場を設けることが急務の課題でした。 
昨年末に区役所の⽣活衛⽣課が２つの町内会と商店街

の代表の⽅々との話し合いの場をコーディネイトし、⽀えあう
会から当地域の野良猫問題の解決策になりうる「地域猫
活動」に関する資料を配布し、説明・提案をしました。 
その後、町内会で資料を回覧してくださり、野良猫の問題

を地域で取り組むべき課題として認識、共有する⼟壌がで
きつつあるようです。 
今年度は町内会の予算から野良猫の⼿術費⽤のため

に 1 万円を出すことが決定したということで、町内会、商店
街の代表の⽅々との話し合いの成果だと考えます。 

■2015 年度の計画 
前述の通り、前年度の不妊去勢⼿術推進事業において

当初の計画分（20 匹）全てについて不妊・去勢⼿術の
助成を実施することができたため、今年度は対象数を 30
匹に増やすことが決まりました。 
横浜市の助成⾦に加えての⾦銭的な援助ということで、前

年度の利⽤者からは⼤変好評であったものの、当事業⾃
体を知らない⽅が⼤半でした。 
そのため、今年度は当事業の告知・広報を⾏い、区⺠に

向けてより広く活動の周知を図っていく予定です。 
広報活動の⼀環として 5 ⽉ 17 ⽇開催のらくらく市にも参

加します。 
 

■野良猫の不妊⼿術の助成⾦申請、受付中！ 
横浜市では 2015年 4⽉から⼿術した猫1匹につき上限

5000 円が助成されますが、港北区の野良猫には協議会
の助成⾦を使うと、市と併せて上限1万円が補助されるこ
とになります。 
30 匹という限られた数ではありますが、協議会の助成⾦を

申請したいという⽅は、下記までご連絡ください。 
 
 
 
 
 
 

 
■らくらく市で相談コーナー開設！！ 
5 ⽉ 17 ⽇（⽇）10 時〜14 時に横浜市港北図書前

（菊名）にて開催の「らくらく市」に協議会も参加します。 
当⽇は、協議会の委員である獣医師、動物適正飼育推

進員が猫に関するお悩み相談を受け付けます。猫の専⾨
家に相談したいことがある⽅はぜひお越しくださいませ（⾬
天順延の場合は、相談コーナーの開設はありません）。 
協議会とは別に⽀えあう会も参加し、TNR（猫を捕獲・

⼿術・元いた場所に戻す）や地域猫活動についての相談
を受け付けます。 
皆さんにお会いできることを楽しみにしています！

 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 

【協議会の助成⾦を利⽤した猫 20 匹の内訳】 
★⼤曽根 1 丁⽬：雄猫 1 匹、雌猫 6 匹、計 7 匹 
★⼤倉⼭ 1 丁⽬：雄猫 1 匹、雌猫 2 匹、計 3 匹 
★⼤倉⼭ 3 丁⽬：雄猫 1 匹、雌猫 1 匹、計 2 匹 
★⼤倉⼭ 7 丁⽬：雄猫 1 匹、雌猫 2 匹、計 3 匹 
★篠原北 1 丁⽬：雄猫 3 匹、雌猫 1 匹、計 4 匹 
★箕輪町 1 丁⽬：雄猫 1 匹、計 1 匹 

【協議会の助成⾦に関するお問い合わせ窓⼝】 
★ E-Mail：info.sasaeaukai@gmail.com 
★ TEL: 045-543-5124 
※ 当会で助成⾦対象とする猫の状況をヒアリングします。

   ヒアリング内容によっては、申請を受理できない場合も 
   あります。 



 Report 殿くんの経過と今後について       会員 藤巻かおり 
 

⿐に⼤きな腫れものが出来てしまった猫
「殿クン」のことを覚えておいででしょうか。
前回のニュースレターで治療費のカンパを
お願いしたところ、多くの⽅から本当にたくさ

んのご寄付をいただきました。⼼より深くお礼申し上げます。 
ブログではすでにご報告済みですが、改めて保護から約

３か⽉経った殿クンの病状、そして今後についてお話したい
と思います。 

✒ ✒ ✒ ✒ 
当初は「クリプトコッカス」という真菌による感染症の疑い

が濃厚だったのですが、その後の病理検査の結果、⼤変残
念ながら悪性の⽪膚がん（扁平上⽪がん）であることが判
明しました。毎⽇殿クンと接しているラヴィ動物病院の先
⽣・スタッフの⽅はもちろん、殿クン保護に関わった全員にと
って、あまりにも衝撃的な事実でした。 

時間はかかってもいずれは治る病気だと信じていましたし、
退院したら余⽣は家猫としてゆっくり過ごしてもらうつもりでい
ました。それだけに今後「がん」とどう向き合うべきか、しばらく
は悩み迷いましたが、「殿クンにはなるべく⾟い思いをさせな
い」ということでメンバーの気持ちは⼀致しました。 

病院の先⽣からは、「顔に出来る癌という重篤な病気の
場合、⼀般家庭で看病するのは⾁体的・精神的に⾟いこ
とが多いはず。出来ればこのまま病院預りとし、最期まで看
てあげたい」とのありがたいお申し出をいただきました。それら
を踏まえ先⽣を含めた関係者で話し合った結果、今後の
⼤きな⽅向性が決まりました。 

 
・副作⽤・⻑時間の治療による⾁体的負担、そして費⽤の

割に思ったほどの効果が望めないことから、抗がん剤や放
射線などの治療は⾏わない。 

・⼩さな異変を⾒逃す、急変した場合の処置が遅れる等の
可能性があるため、このまま⼊院治療を続ける。 

・免疫⼒を⾼め、癌の進⾏を抑えるために薬（内服・外
⽤）は継続して投与し、他にもいろいろ試してみる。 

・⺠間療法も⼤いに取り⼊れる。（ハタケシメジ・乳酸菌⽣
産物質・マヌカハニーなど） 
 
そうしている間にも腫瘍は少しずつ成⻑し、⾷事に⽀障

が出るほど⼝元に被さってきたので、３⽉初めに１回⽬の
⼿術を⾏いました。邪魔な腫瘍を少し切除し、ついでに⿐
の⽳に細いカテーテルを⼊れて呼吸を確保しました。しかし
腫瘍から染み出してくる体液でカテーテルはすぐ使いものに
ならなくなり、ついには⿐呼吸が全く出来なくなってしまいまし
た。そこで３⽉末に２回⽬の⼿術を⾏い、同時に⿐の⽳を
広げました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
⾷事と呼吸の問題が改善されたおかげで殿クンのストレ

スは軽減し、腫瘍の成⻑も⼀時停⽌したかのように⾒受け
られたのですが・・・。しかし悪性腫瘍は着実にその勢⼒を
拡⼤しており、現在は⿐の奥（内部）の⽅にまで腫れが
広がってきています。かつて⿐筋だった部分は⼤きく腫れて
広がり、横から⾒るとまるでイノシシのようです。 

 
現在は⼿厚い看護を受け、病院の皆様⽅にとても可愛

がっていただき、殿クン本⼈もケージ⽣活をそれなりに満喫
（？）してくれているようです。 

奇跡が起きて癌が治ることを毎⽇願っていますので、皆
様もどうか頑張る殿クンを応援してあげてください。 

治療費のカンパも引き続き宜しくお願い申し上げます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

（5 ⽉ 9 ⽇の様⼦。膿が出て⾷欲が少し戻ってきました。） 

（2 回⽬の⼿術後。呼吸は⼤分楽になりました。） 

【扁平上⽪癌とは】（へんぺいじょうひがん） 
⽪膚にできる扁平上⽪がんは、猫では⽩い⽑の部分や⽑の薄い部分に
できやすく、とくに顔⾯の⿐すじや眼瞼、⽿介に多く発⽣します。扁平上
⽪がんに侵された⽪膚は、⽪膚炎のように、脱⽑し、厚いかさぶたや潰瘍
ができたり、治りにくい擦り傷のように⾒えたりします。 
がんが進⾏してくると、侵された部分が腫れて潰瘍がひどくなり、出⾎した
り膿んだりするほか、がんができている部分（例えば⽿介）が脱落してし
まったりすることがあります。 

（写真）患部が痛々しいので、ぼかしを⼊れています。



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

2015 年 3 ⽉〜2015 年 4 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。 

活動の足跡 
 
2015 年 
●2 ⽉後半から 
・ ニュースレター第 7 巻・第 1 号発⾏ 

 
●3 ⽉ 
・ 殿くん悪性腫瘍と判明     
・ 鶴⾒駒岡多頭飼崩壊まるくんボランティア宅⼀時預かり 
・ 篠原北猫２匹ボランティア宅⼀時預かり 
・ 平和展の開催で、「保護猫ブランド猫」ポスター掲⽰ 
・ ⼤倉⼭ドキュメンタリー映画祭・開催 
・ 新⽻町で保護した三⽑⼦猫を新しい飼い主宅へお届け 

 
●４⽉ 
・ 綱島で保護したキジ猫まーくん、新しい飼い主宅へお届け
・ だいちゃん新しい飼い主宅へお届け 
・ 病気で弱った猫（マーブル）を保護。懸命の治療も甲斐

なく亡くなる（腎不全による尿毒症との診断）。 
・ ⾸にケガをした猫（クッパ）を保護。ラヴィ動物病院で 9

⽇間にわたる⼊院治療を⾏い、その後無事退院。 
・ イオン駒岡幸せの⻩⾊いレシートで活動アピール 
・ 預かり猫まるくん新しい飼い主宅へ 
・ 預かり猫ぐりくん「つるみ・猫のかぎしっぽ」譲渡会へ参加 
・ ⼤曽根町内会「親和会」総会にて２７年度予算に地域

の野良猫の⼿術のための費⽤の⼀部負担を提案承認さ
れる 

・ ぐりくんをトライアル先へお届け→その後正式譲渡へ 
・ ⼤曽根１丁⽬猫３匹⼿術（ラヴィ動物病院）費⽤は 

１丁⽬グループ負担  
     
●5 ⽉前半 
・ 港北区野良猫・地域猫⽀援協議会 

 収入 支出

2 月末繰越金 181,829 
会費収入 1,500  
寄付金 245,020  
売上収入 2,600  
助成金 50,000  
医療費  182,555
事務費  1,000
雑費(交通費等)  8,108
印刷費  120
消耗品費  0

小計 480,949 191,783
残高 289,166 

 
 

『幸せの黄色いレシートキャンペーン』 
ご協力をお願いします！ 

 
毎⽉ 11 ⽇にイオンでお買い物をすると⻩⾊いレシートが発⾏されます。 

この「⻩⾊いレシート」を、応援したい地元のボランティア団体名の書かれた投函⽤ボックスに⼊
れると、合計⾦額の 1%がイオンから団体へ寄付される仕組みになっています。 

このキャンペーンに、「こうほく・⼈と⽣きもの・⽀えあう会」も参加しています。 
「こうほく・⼈と⽣きもの・⽀えあう会」のレシート投函⽤ボックスは「イオン駒岡店」に設置さ
れています。11 ⽇にイオン駒岡店でお買い物をした際は是⾮、ご協⼒をお願いします。 
（ささえあう会の投函ボックスが設置されているのは「駒岡店」のみです）  
イオンからの寄付は、現⾦⽀給ではなく、イオンで販売している品物から、希望の品が贈呈される
システムです。ご寄付いただいた⾦額は、現在はボランティアの持ちだしになっている、保護した
猫や⾥親さん探しをしている猫などのためのキャットフードやぺットシーツなどの購⼊に充てたい
と思っております。 

【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 
 



 

 

      ふくろう  「きょうのよるまっています」 
（京都府 信⽥静⾹さんの詩より） 

 
 

待ちに待った桜もあっという間に散り、周

囲はたちまち新緑の世界となります。黄緑色

の種類の多さにびっくりしているうちに、今

は全て溶け合い、緑の濃淡がしたたります。  
朝はウグイス、昨年はあんなに元気だった

ガビチョウが思いのほか数が増えていません。

やはり南の鳥なので春の寒さがこたえたので

しょうか。   
夜はフクロウ、ホッホッホホー、ホッホッ

ホホーとアピールしています。いつもより鳴

き始めが早いようです。この声が聞こえると

季節は初夏です。 

 
公園の入り口付近のお宅から、猫が庭にフン

をして困ると苦情がありました。港北区生活衛生

課に相談して、公園内に猫用トイレの設置を北部

公園緑地事務所の許可を得られるように準備し

ていくつもりです。 
高齢者特有の風邪のこじらせから肺炎となりひ

き続き気管支炎から喘息へと突入してしまった

管理人には少ししんどいですが、支えあう会の事

務局にも協力してもらい交渉していきたいと思

います。お仕事いっぱいあります。 
 

大倉山公園自主管理人 新堂泰江

 

 

 編編集集後後記記  
ハンス・シルベスターさんの Cats in the Sun、岩合光昭さんの「世界ネコ歩き」、新美 敬子さんの「世界
の街角猫さんぽ」など、世界各地の猫と人と文化の関わりを写真や映像で見るのは非常に興味深い。 
自分も下手なカメラを片手に世界各地を旅してきたが、このたび、初・南米大陸のウルグアイへ行くことに
なった。どんな猫に出会えるのか？やっぱり、猫おばさんはいるのか？何を餌にしているのか？ 
スマホ用望遠レンズを買った方がいいか？久しぶりの遠出にそわそわしているこの頃である。❤ 
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。。  

「ぐら君」の飼い主を募集しています！ 
名前：ぐら （ぐり・ぐらの弟分）  
特徴：約 11 ヶ⽉ オス 去勢済み 全体が⽩ 頭としっぽに⿊のしましま しっぽは⻑いが少しくの字 性格超温厚  
港北区篠原北で保護されました。4 兄妹のうち、ぐらが⼀番シャイで、まだ家猫修⾏をしています。 
保護先のシエルター部屋では、⾼齢で地域猫を卒業したファニーとチャッジと⼀緒に３匹で仲良くしています。 
完全室内飼をしてくださる、優しいご家族をさがしています。  

（連絡先：・ 045-543-5124 ・ shinshin720@hotmail.co.jp 新堂まで）

ノラ猫を卒業した老猫の 

「チャッジ」が前を邪魔する 


