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Report I   横浜市歴史博物館の虐待事件とその周辺の猫たち                          ⿇⽣愛美 

 
5 ⽉末から 6 ⽉頭にかけて新聞やテレビで報じられた、

横浜市歴史博物館（以下、歴博）の遺跡公園内で
⼦猫の切断遺体が発⾒されるという痛ましい事件は
（別紙参照）、⽀えあう会がその周辺のノラ猫たちの 
TNR や⼦猫の保護をしている過程で起きました。 
事のはじまりは、5 ⽉下旬に、歴博の職員さんから、敷

地内で⽣まれた 3 匹の⼦猫や周辺にたくさんいるノラ猫
についてのご相談が当会に寄せられたことからでした。 
3 匹の⼦猫は保護後、Buddy どうぶつ病院にお預けし、

すぐに⾥親さんがみつかりました。 
残る⺟猫や、他の⼦猫やメス猫を保護・TNR すべく、

当会のメンバーが遺跡公園に到着してまもなく、虐待さ
れているらしき猫の居場所の情報が⼊ってきたので様⼦
を⾒に⾏ったところ、1 匹のキジトラ猫（エル君と命名）
が⾞の下でじっとうずくまっていました。 
遠⽬に⾒ても、尻尾の下半分が異常に細くなっていて、

なんとか近づいて⾒てみると、⽑がすべて剥がれ落ちてい
て、⾁がむき出しになっており、座っていた場所の周辺に
は、点々と⾚い⾎の跡がありました。 
もともとは⼈懐こい猫だったのに、今回の件があったせい

か警戒⼼が強くなって、⼈間に怯えきっていましたが、数
時間粘って何とか保護することが出来ました。 
いつもお世話になっているラヴィ動物病院に搬送し先⽣

に診てもらったところ、虐待に間違いない、とのこと。 
エル君の尻尾は真ん中あたりを、⾦属のようなもので固

く縛られたため、尻尾の下半分の⽪膚や組織が壊死し、
むき出しになった⾻も壊死しており、上半分はうっ⾎し、
内部が腫脹して⽪膚がはじけてしまったそうです。 
尻尾の状態から、虐待を受けて確実に半年は放置さ

れていたそうです。 
尻尾の付け根には、排泄や歩⾏に関わる重要な神経

がたくさんあるので、後ろ⾜の⿇痺や⾃⼒で排泄できなく
なるリスクを避けるために、付け根からではなく、尻尾の⾻
を１つだけ残して切断しました。 
本来、こういった⼿術では⾻を包み込むための⽪膚が

残るように⼿術をするそうですが、エル君の尻尾の⽪膚は
完全に壊死してしまい使い物にならないので、背中の⽪
膚を、尻尾の端まで引っ張り、⾻を覆うように縫い付ける
⼿術を何度も繰り返しするほかないそうです。背中の⽪
膚だけでは覆いきれないので、⽪下組織を保護･活性化
させる特殊なシートを貼って徐々に尻尾の⽪膚が定着す
るように、3 ヶ⽉たった現在も処置を継続しています。 
 
 
 
 
 
 
 
また、エル君と同じ⽇に捕獲した猫たちの不妊⼿術が

終わり公園にリリースするタイミングで、エル君に続いて、
新聞などでも報じられた虐待事件が発覚しました。 
犯⼈が捕まっていない状況で、そんな恐ろしい事件があ

った現場に、⼈への警戒⼼が少ない猫を戻すことはでき
ないと判断し、急遽リリースは中⽌に。 
現在４匹の猫たちが家猫修⾏中です（別紙参照）。 
エル君は、5 ⽉下旬に保護され 8 ⽉現在も⼊院してい

ます。尻尾の⽪膚を定着させるために外科的処置を頻
繁に⾏っているため、⾼額の治療費がかかっていますが、
尻尾の傷も⼼の傷も治して、エル君本来の性格であると
いう⼈懐っこさを取り戻してあげたいです。 
皆さまの温かいご⽀援を何卒よろ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 



            
               Report II 無常の⾵に誘われて                          藤巻 かおり 
 

         ７⽉３⽇の朝、ラヴィ動物病院から電話
がありました。 

夜の間に殿クンが息を引き取ったとのこと。 
当初は⾷欲があり、切除⼿術で腫瘍の成⻑

も阻み、このままの状態が続くのでは？と密かに期待するほ
どでした。しかしここ最近は⾷欲が落ち、⾃分からは⼀切⾷
べなくなってしまったため、強制給餌と輸液でなんとか持ちこ
たえていました。 

強制給餌については、先⽣も私達もとても迷いました。
殿クンの「⾷べない」という意志を尊重すべき、という気持ち
と、「⾷べていれば回復するのではないか」という気持ちがせ
めぎ合い、いっそ楽にしてあげたい、とさえ思いました。 

そんな私達の気持ちを理解し、私達に⾟い決断をさせな
いように、殿クンは逝ってくれたのだと思います。 

先⽣がご厚意で、お別れを⾔う時間を作ってくださいまし
た。⾊とりどりのたくさんの花に囲まれて、殿クンは穏やかな
顔をしていました。もう頑張らなくていいんだ、とホッとしている
ようにも⾒えました。先⽣が「まだ寝ている」と勘違いしたくら
い、本当に安らかに逝ったようです。 

亡くなる数⽇前にお⾒舞いに⾏った時、⾷べておらず⾟
いはずなのに、ケージの中で⽴ち上がり、「撫でて」と全⾝を

委ねてきました。治療に関しては、出来ることを全てやってい
ただいたので、何の悔いもありません。唯⼀の⼼残りは、こん
な⼈懐っこくて⽢えん坊の猫を、⼈間の家庭で⾯倒⾒てあ
げられなかったこと。お⾻になってしまったけれど、殿クンは今
我が家の家猫になってのんびり過ごしています。気持ちの整
理がついたら、⻑く暮らしていた⼟⼿に散⾻してあげるつもり
です。 

発病から１年近く、⼊院も約５か⽉頑張りました。 
ラヴィ動物病院の先⽣、スタッフの⽅々、お⾒舞いに来てく
ださった⽅々、そして何より、闘病⽣活を⽀えるご寄付をくだ
さった多くの⽅々に⼼からお礼を申し上げます。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Report III 新⽻の茶トラくんとの出会いと現在                     ⼤⼭ 裕 

 
昨年末に⽀えあう会に⼊会し、初めて参加

したプロジェクトが新⽻猫の TNR でした。 
寒空の下メス猫を中⼼に捕獲を進める中、

⾃分からスリスリ近寄ってくるオスの茶トラが⼀匹。これが彼
との出会いです。雄猫であり優先順位が低かったものの、⼈
馴れしており簡単にキャリーケースに押し込められそうだった
ため、ついでのような形で最後に捕獲して去勢⼿術。元の
場所にリリース後も週末に時々餌やりしていました。 

この頃、事情により平⽇は千葉県に住み、横浜に戻る
のは週末だけ。猫を飼える⽣活ではありませんでした。 

茶トラ君の異変に気付いたのは数ヶ⽉後。両後脚の付
け根あたりをしきりに気にして⽑繕いを繰り返しています。そ
の部分の⽑が禿げ落ち、怪我もしているようです。この怪我
が原因と思われたため再捕獲。病院での診察の結果、怪
我⾃体は深刻なものではなく、⾷物アレルギーによる痒みが
原因とわかり、野良猫⽣活を続けるは厳しいとの診断が 5
⽉に下りました。実は GW に千葉を引き払い、完全に横浜

に拠点を移した直後でした。この時⼼は決まりました。 
その後、⼆週間かけ猫の飼育経験のない家⼈を説得し、
茶トラ君を引き取ることに。 

彼を庄造と名付けました。⾕崎潤⼀郎の『猫と庄造と⼆
⼈の⼥』は、中年男が雌猫に翻弄される⼩説ですが、敢え
て主⼈公の中年男の名前を拝借しました。 

野良猫として出会った庄造ですが、幾つかの偶然も重な
り今や六畳間の同居⼈です。⼈間とネコとの間にも存在す
る不思議な因縁を改めて感じています。



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                     
 

都筑区の横浜市歴史博物館の敷地の中で 
増えてしまった猫たちの TNR のための捕獲と 
何者かに虐待されていた猫の救出に取り組

んでいた時に、新たな案件の依頼がありました。 
⼀⼈暮らしで突然の死を迎えた⽅の家に猫たちが残され、

鳴き声が聞こえてくる、救出してほしいとの依頼でした。 
遠⽅に住む遺族の⽅の許可を得て、東京在住の⼤家さん

に鍵を借りにいき、町会⻑の⽴ち会いのもとに家に⼊りましたが
猫の姿が⾒えません。 たった１頭だけ、⾜の不⾃由な三⽑猫
がびっくりして⾶び出してきたのですぐ保護しました。 
残りの猫たちが室内にいるのか外へ⾶び出してしまったのかわか
らないので、その⽇からベランダや外に捕獲器をしかけ、毎⽇朝
晩確認に⾏きました。 

３週間かけて７頭保護することが出来ました。この間に
ノラちゃんも６頭捕獲器にかかり TNR。残りの１頭はご近
所の協⼒のもとに保護のチャンスを待っています。 

３頭には新しい飼い主がみつかり、４頭は博物館からき
た１頭と⼀緒に管理⼈のシェルター部屋にいます。状況を
察してか、喧嘩をせずにおだやかに過ごしています。 

５０歳という⼈⽣これからが⾯⽩いという時に突然の病
で死を迎えた⽅が猫たちを愛した気持ちに添えるように、新
しい飼い主を根気強くさがしていきたいと考えています。３
頭の猫たちはいずれも良い家庭に落ち着いて、亡くなった
⽅の優しい気持ちが引き継がれていると感じています。 

⼤倉⼭公園⾃主管理⼈ 新堂泰江

2015 年５⽉〜2015 年７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 
●５⽉中旬から 
・ ニュースレター初夏号発⾏ 
・ 港北区野良猫・地域猫⽀援協議会 
・ らくらく市出展  
・ 横浜市歴史博物館猫 4 匹の TNR と虐待で傷ついた猫 1

匹の保護（バディどうぶつ病院・ラヴィ動物病院）  
・ ⼀⼈暮らしで亡くなった⽅の猫 5 匹を保護・周辺猫５匹の

TNR（⼤倉⼭動物病院）  
・ 物館猫で虐待された猫（エル）の⼿術・治療（ラヴィ動物

病院） 
・ 殿くん治療(ラヴィ動物病院) 
●6 ⽉ 
・ 引き続き亡くなった⽅の猫２匹の保護・周辺猫 1 匹の TNR
 （⼤倉⼭動物病院） 
・ 殿くん・エルくん治療(ラヴィ動物病院) 
・ 博物館猫 4 匹・亡くなった⽅の猫 7 匹、ボランティア宅で⼀

時預かり 
・ 新⽻駅前で⼦猫 1 匹保護（バディどうぶつ病院） 

→ 新しい飼い主⾒つかる 
・ つるみ・猫のカギしっぽ譲渡会へ参加 
・ 亡くなった⽅の猫３匹、新しい飼い主みつかる  
●7 ⽉ 
・ 殿くん安らかに永眠  
・ ⼤倉⼭５丁⽬、三⽑猫の不妊⼿術、⼦猫５匹保護、4

匹はバディどうぶつ病院、1 匹はボランティア宅で⾥親探し 
→ 4 匹は飼い主⾒つかる 

 
8 ⽉ 14 ⽇ 港北区野良猫・地域猫⽀援協議会開催 

 収入 支出 

4 月末繰越金 289,166  
会費収入 4,000  
寄付金 331,438  
売上収入 600  
助成金 85,000  
医療費  354,287
事務費  14,532
雑費(交通費等)  13,810
印刷費  510
消耗品費捕獲器等  35,858

小計 710,204 418,997

残高 291,207 

【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 
 

別紙のエル君へのカンパ協⼒も、 
よろしくお願いいたします。 



こうほく・人と生きもの・支えあう会 

第１回 写真展「しあわせになった猫たち」 写真募集 
 

募集要項 
応募期間 2015 年 8 ⽉ 2 ⽇（⽇）〜9 ⽉ 30 ⽇（⽔） 
応募資格 どなたでもご応募いただけます 
被写体の資格 元ノラ（元地域猫）で、現在は家猫に限る 
       （ペットショップやブリーダー出⾝は NG） 
応募条件 未発表の作品 

・ 1 ⼈ 1 点まで 
・ デジタルデータ（JPEG）でご応募ください。 
・ 画像サイズは 500KB~1,000KB（1MB）以内 
・ 応募申し込みフォームはこちらからお願いします 

→ http://goo.gl/t2678s 
（300 字程度で、猫との出会い等簡単なエピソードをお書き添えください） 

・ 展⽰スペースに限りがあります。募集作品数は、約 30 点です。 
・ 応募数が多数の場合には、選考する場合がございます。 
・ ご応募いただいた写真は、当団体の活動のために利⽤します。 
（作者名は併記できますが、使⽤料はお⽀払いしませんので、財産権を放棄しない⽅はご遠慮ください） 

ご応募いただいた写真のパネル展 
⽇時：2015 年 10 ⽉ 11 ⽇（⽇）11:00〜16:00 
場所：ギャラリーかれん 〒222-0037 神奈川県横浜市港北区⼤倉⼭１丁⽬１１４ 

・ パネル展⽰した写真は、展⽰終了後、ご本⼈にプレゼントします。 
（当⽇、16 時〜17 時の間に取りに来ていただければ、お渡しします） 

来場者による人気投票の開催 
当⽇、ご来場いただいた⽅に⼈気投票をしていただき、ランキングを発表します。 
上位 6 位までの⽅の写真は、チャリティ⽤葉書等広報⽤印刷物に使わせていただきます。 
 
主催 こうほく・⼈と⽣きもの・⽀えあう会 
協⼒ ギャラリーかれん 
お問合わせ こうほく・⼈と⽣きもの・⽀えあう会 
ウェブサイト： http://sasaeaukai.web.fc2.com/ 
ブログ： http://sasaeaukai.blog17.fc2.com/ 
E メール： info.sasaeaukai@gmail.com 

 
 

 編編集集後後記記  
あまりに多くの一時預かり猫と子猫の出現に、動物病院も我々ボランティアも手詰まり状態になってしま
ったため、今回、特別に折込みカラーで飼い主募集ポスターを作成することになりました。是非、しばし
時間を割いて、目の保養も兼ねて、かわいい猫たちを見ていただきたい。さらによろしければ、終身雇用
主となっていただければ、なお幸いです。 毎日暑いので、みなさまどうぞご自愛ください。❤ 
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 
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。。  

幸せになった
ベストショットを 
待っているにゃ！ 


