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Report I   幸せを呼ぶ招き猫 「カブキ君」                      ⿇⽣愛美  

 
昨年 9 ⽉、⽀えあう会のブログをご覧に

になった⽅から、綱島のとある公園近くに
にいる⼈馴れしたノラのキジ猫を保護して飼い猫にして
もいいものか、というご相談がありました。 
相談者の D さんのお宅はペット飼育不可の賃貸のた

め、保護したら実家の岩⼿に連れて⾏きご家族に飼
育してもらう予定とのこと。ただ、猫に⽿カットがされて
おり地域で世話をしてもらっている可能性があるので、
勝⼿に連れて⾏ってよいものかと悩み、当会に連絡を
くれたというわけです。 
後⽇、現地に⾏ったところそこには⼈待ち顔の猫がず

らり。その中で⽿カットしている猫は 1 匹だけ。 
D さんが送ってくれた猫の写真と柄や尻尾の特徴も

⼀致しました。 
みんなお腹を空かせてそわそわしている様⼦。 
これは餌やりさんを⾒つけるチャンスだと思い、待つこと

20 分、1 ⼈の男性が餌やりに。その男性から、メイン
で餌やりしているのは年配の⼥性なので、保護してい
いかはその⽅の了承をとったほうがいい、もうすぐしたら
餌やりに来るはず、との情報を⼊⼿。 
そこからさらに 20 分ほど待ったら、来ましたっ！！ 

 その⽅は公園の近所に住んでおり、2014 年 6 ⽉く
らいから餌やりをしているとのこと。 
 ⽿カットしているキジ猫を岩⼿の実家で飼い猫にした
いという⼈がいるが問題ないかと尋ねたところ、ノラ猫が
増えて困っているし、交通事故や猫を嫌う⼈からの虐
待も⼼配なので1匹でも飼い猫になってくれると助かる、
最後まで責任を持って⾯倒をみてくれるのなら連れて
⾏ってください、と快諾いただきました。 
 
 
 
 
 
 
 

キジ猫を捕まえて D さんの実家に連れていくまでの数
⽇、綱島の D さん宅では猫を預かれないので、病院で
健康チェックをした後は、我が家のケージで保護するこ
とに。キジ猫はもともと飼い猫だったのではないかというく
らいに⼈懐こくて、ケージの中でとてもよい⼦にしてくれ
ていました。 
 Dさんが新幹線でなんとか無事に岩⼿の実家まで連
れて⾏き、キジ猫は初⽇から実家でくつろいで、D さん
ご家族にもすぐに馴れたそうです。 
⽬もとが歌舞伎役者のように凛々しいので、カブキ君

と命名されました。 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
実は 2011 年まで D さんのご実家には 2 匹の猫が

いました。それが3.11の津波で家も愛猫もすべて流さ
れてしまい、D さんご家族はしばらく仮設住宅での暮ら
しを余儀なくなれました。その後、ペット飼育可能なマ
ンションに移られたため、今回、カブキ君を新しい家族
として迎え⼊れることができたそうです。 
 故郷の岩⼿を離れ⼀⼈暮らしをする D さんには、カ
ブキ君を保護したいという気持ちと同時に、⾃分に代
わってご家族を癒し、⽀える役⽬をカブキ君に託したい
という想いもあったのかもしれません。 
 きっと、D さんご家族にとってカブキくんは幸せを呼ぶ
招き猫となることでしょう。 
あらためて、震災でお亡くなりになられた⽅々のご冥

福をお祈りするとともに、被災された皆様に⼼からお⾒
舞いを申し上げます。 

 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  尻尾を失ったエル君、その後のご報告                   藤巻 かおり 
 

【尻尾の治療経過について】 
⼊院以降、例え僅かでも「尻尾を

尻尾として残す」べく、様々な治療をしていただきました
が、どうしても⽪膚が定着しませんでした。そのため残さ
れたわずかな尻尾の⾻は、お尻の⽪膚を切開しそこに
埋め込むことになりました。その傷がようやくふさがり先
⽣から「退院 OK」が出たのは、年の瀬も押し迫った
12 ⽉末のことでした。７か⽉も付けっぱなしだったエリ
ザベスカラーをはずし、傷跡を気にして舐めたり掻いたり
せず、トイレも上⼿に使い、歩⾏や排泄に何ら問題が
ないことが確認できたので、ようやく病院から出してあげ
ることが出来ました。現在はボランティア宅で家猫修⾏
中です。 
【治療費捻出のために・・・】 

5 ⽉の⼊院以降たくさんのご寄附をいただき、９⽉
まではなんとかやり繰りしてきました。しかし⾼額な医療
費に会の財政は徐々にひっ迫、10 ⽉以降の⽀払い
は滞り、TNR 等の活動にも⽀障が出始めるという、最
⼤のピンチに陥ってしまいました。そこで、もっと多くの⽅
にエル君を応援してもらうために「クラウドファンディング」
という仕組みに挑戦することになりました。 

こうして 12 ⽉ 10 ⽇に『エル君応援プロジェクト』が始
まったのですが、なんと 8 ⽇後には早くも⽬標達成し、そ
の後も継続してご⽀援を頂くという、予想外の嬉しい事
態となりました。このニュースレターをお読みの⽅の中にも、

ご⽀援くださった⽅がたくさんいらっしゃることと思います。
改めて⼼からお礼を申し上げます。本当にありがとうござ
いました。プロジェクト⾃体は1⽉29⽇まで続きますので、
情報の拡散やさらなるご⽀援等、引き続き皆様のご協
⼒をよろしくお願いいたします。 
【退院後のエル君について】 

年末からボランティア宅で療養中のエル君ですが、少し
ずつ⼈間への信頼を取り戻しつつあるようです。撫でると
⼩さな⾳でゴロゴロと喉を鳴らし、うっとりした表情も⾒せ
てくれるようになってきたとのこと。ただ本当の⼼を⾒せてく
れるにはまだまだ時間がかかりそうです。退院前の検査で
「猫エイズ」陽性であることが分かりました。進⾏が遅く天
寿を全うすることも多い病気なので、なるべくストレスのな
い⽇々を過ごし、いつかエル君の全てを受け⽌めてくれる
素敵な飼い主さんに出会えることを⼼から願っています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

※クラウドファンディング：インターネットを通じて不特定多数の⼈から資⾦協⼒を募ること 
 

 
Report III  横浜市動物愛護センター 登録ボランティアについて           ⼤⼭ 裕 

 
⽀えあう会の活動メンバーの内、

新堂、藤巻、⿇⽣、⼤⼭の４名が、
昨年８⽉、横浜市動物愛護センターボランティアとして
認定・登録を受けました。 

この制度は、動物愛護センター・区役所⽣活衛⽣
課・地域ボランティアが互いに連携を取り、野良猫の
TNR や保護活動を⾏うもので、横浜市としても初めて
の試みになります。 

具体的には、野良猫保護を希望する地域住⺠が
区役所⽣活衛⽣課を通じてボランティアの出動協⼒を
依頼します。区役所から活動要請を受けたボランティア
が、必要に応じて愛護センターとも連絡を取り合いなが
ら、現場で保護活動を⾏うものです。 

特に、野良猫を巡り住⺠同⼠に対⽴が⽣じてしまっ
たような案件では、区役所は中⽴の⽴場から調整機
能を発揮してくれますので、双⽅が感情的にならず、コ
ミュニティ内の軋轢を抑えながら保護活動を進めること
ができるはずです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                     
 

寒中お⾒舞い申し上げます。 

 梅林では昨年カラスの雛が２⽻育った。以前は⼤倉⼭記
念館横の楠⽊に巣をかけて、通⾏⼈を威嚇するので、クレ
ーン⾞がきて巣ごと取り払われることが何回かあった。 
 カラスも学習して、昨年はクレーン⾞が近寄れないところに
巣をかけ、⾒事育て上げた。それでも⼆組の親にそれぞれ２
⽻ずつ雛がいたのだが、いつの間にか１⽻ずつになってしまっ
た。雛の⼀⽻は道路に落ちていた。⾚かった⼝の中の⾊がグ
レーになっていて、⼈間でいえば中⾼⽣くらいだろうか。 
 カラスとの距離が近すぎて、雛に追いかけられるようになった。
公園を歩いている⼈にも迷惑なので、⽝の散歩と猫のエサ
やりは⽇の出前と⽇暮れてからとした。 

 カラスには追いかけられなくなったが、闇の中でタヌキが管
理⼈をじっとみているようになった。猫にエサを置いて移動し
始めると、猫を威嚇してエサを横取りする。タヌキの⻭は丈
夫で、エサを砕く⾳が静かな公園に響き渡る。カラスやタヌ
キにストーカーされる⼈間は管理⼈くらいだろう 

 ⼤倉⼭周辺の私有地では⽊を切り倒し藪をきれいに刈
るようになった。その結果、⺠家へネズミが侵⼊してきて困っ
ているという。フクロウやタヌキがネズミを捕っていたはずだが、
⽊や藪の減少は⽣きものの住処を奪い、恐ろしい⼈間だけ
がわがもの顔に暮らしていくのかもしれない。 

⼤倉⼭公園⾃主管理⼈ 新堂泰江

2015 年 8 ⽉〜2015 年 12 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 
●8 ⽉中旬から 
・⼤倉⼭ 1 丁⽬猫虱⼊院治療（buddy どうぶつ病院） 
・⼤倉⼭ 5 丁⽬猫 2 匹 不妊・去勢（buddy どうぶつ病院） 
・ニュースレター発⾏ 
・⼤倉⼭ 7 丁⽬⽩猫不妊⼿術（buddy どうぶつ病院） 
・⼤曽根台⼦猫 3 匹保護健康チェック（⼤倉⼭動物病院） 
・⼤倉⼭ 5 丁⽬⼦猫 2 匹健康チェック（buddy どうぶつ病院）
・⼤倉⼭ 7 丁⽬三⽑不妊⼿術（ラヴィ動物病院） 
・横浜市動物愛護センター ボランティア登録 
・⼤曽根台茶トラ・⽩⿊猫 不妊⼿術（ラヴィ動物病院） 
・⼤曽根 1 丁⽬猫⼊院・治療（ラヴィ動物病院） 
●9 ⽉ 
・⼤曽根 3 丁⽬猫去勢（⼤倉⼭動物病院） 
・綱島東⺟猫不妊⼿術（ラヴィ動物病院） 
・⼤曽根台三⽑猫⼿術（ラヴィ動物病院） 
・⼤曽根 1 丁⽬港北区⽣活衛⽣課保護キジオス（エイズ陽

性）（⼤倉⼭動物病院）ボランティア宅引き取り 
●10 ⽉ 
・⼤曽根 7 丁⽬ ⼦猫保護（墨れ）新しい飼い主宅へ 
・幸せになった猫・写真展 （ギャラリーかれん） 
・墨れ 新しい飼い主宅へ 
・綱島東 中猫 2 匹 ⼦猫 1 匹保護（ラヴィ動物病院）→新し
い飼い主宅へ 

●11 ⽉ 
・綱島東 ⼦猫 2 匹、ボランティア宅で保護→新しい飼い主宅へ
・⼤倉⼭ 2 丁⽬⼦猫保護（リスくん）新しい飼い主へ 
・⾼⽥東 オス去勢 （ラヴィ動物病院）  
・⼤倉⼭ 1 丁⽬ ⿊中猫不妊⼿術（buddy どうぶつ病院） 
・⾼⽥東三⽑不妊⼿術（buddy どうぶつ病院）ボランティア宅 
で保護、飼い主募集中 

・⾼⽥東⼦猫 2 匹、ボランティア宅で保護→新しい飼い主へ 
・⽩⿊去勢（ラヴィ動物病院） 
・港北区野良猫・地域猫⽀援協議会 
●12 ⽉ 
・⼤曽根台猫去勢（ウェル動物病院） 
・⼤曽根台猫⼿術（神奈川動物愛護協会） 
・虐待猫エル君退院（ラヴィ動物病院）ボランティア宅へ 

【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 

7 月末繰越金 291,207  
会費収入 12,500  
寄付金 586,516  
売上収入 26,440  
助成金 60,000  
医療費  844,950
事務費・印刷  11,441
雑費(交通費等)  13,856
通信費  15,856
  

小計 976,663 886,103

残高 90,560 



「港北区野良猫・地域猫⽀援協議会」の報告 

2015 年 11 ⽉ 30 ⽇、「港北区野良猫・地域猫⽀援
協議会 第３回会議」が開催されました。不妊去勢⼿術
推進事業として⽀えあう会へ割り当てられた助成⾦（＠
5000円×20頭分）については、17頭分を⽀援が必要な
地域・個⼈に役⽴てていただくことが出来、残りは 3 頭分と
なりました。動物病院預り分（＠5000 円×10 頭分）に
ついては、これまでの会議で活⽤⽅法を検討してきた結果、
以下のように運⽤することとなりました。 

 

・動物病院で個⼈的に野良猫を複数⼿術している⽅がいたら、獣
医師が地域や⼿術が必要な頭数を聞き取り調査。 
・協議会にて情報を共有＆審査を⾏う。 
・反対意⾒がなければ助成⾦の対象とし、⼿術や今後の活動⽀
援を⾏う。 
せっかくの予算ですから、有効に無駄なく使い切ることが出来れば
良いと思っております。 
また、頭数は未定ですが、来年度も引き続き不妊去勢⼿術推
進事業として、助成を実施することが決まっています。 

 
第９回 大倉山ドキュメンタリー映画祭    

⽇時：2016 年 3 ⽉ 26 ⽇（⼟）・27 ⽇（⽇）   場所：⼤倉⼭記念館  保育あり 
映画の作り⼿、映画好きの市⺠、地域の福祉作業所などが集まりボランティアで開催している映画祭です。 
上映作品 『みんなの学校』 『魂のリアリズム』 『ASAHIZA ⼈間は、どこへ⾏く』 『”記憶”と⽣きる』 
       『おおかみの護符』 『アラヤシキの住⼈たち』 『映画⽇本国憲法』 『ゆめのほとり』 

ドキュメンタリーカフェでコーヒーや⼿作りケーキ、監督さんたちとの交流もおたのしみください。 
最新情報は、http://o-kurayama.jugem.jp でお確かめください。 
  

第９回 小さなまちの小さな平和展 
⽇時： 2016 年 3 ⽉ 7 ⽇(⽉)〜3 ⽉ 11 ⽇(⾦)     場所：ギャラリーかれん  
⼀⼈ひとりが⼤切にされる社会でありたいと願う８つの団体が実⾏委員会を作って開催を続けています。 

各団体の活動をアピールする展⽰や福祉作業所の安⼼な材料で作ったお菓⼦や⼿作り⼩物などの販売もあります。 
参加団体 「⼦どもの未来プロジェクト・港北」 「精神保健を考える会まいんどくらぶ」 「原発を考える品川の⼥たち」 
「WE21 ジャパンこうほく」「港北九条の会」「かれん」「ふぇみん婦⼈⺠主クラブ横浜⽀部」「こうほく・⼈と⽣きもの・⽀えあう会」 

問い合わせ 045-547-6654 かれん 新堂 
 

第 1 回 写真展「しあわせになった猫たち」の投票結果発表 
10 ⽉ 11 ⽇に第 1 回 写真展 「しあわせになった猫たち」開催されました。寄せられた 30 点の写真の中から、来場者に投票
していただき、上位 6 位までを、次年度の普及啓発⽤のポストカードに起⽤しました。起⽤された皆様、おめでとうございます。 
ご応募くださった皆様、会場に⾜を運んでくださった皆様、ありがとうございました。 
 
 

 
 
 
 
  編編集集後後記記  
マハトマ・ガンジーの生まれたアーメダバド（インド）を訪れる機会があった。噂に聞く通り、道路には自動
車、バイク、自転車、牛、駱駝が混在して路上に存在する。交差点には信号はなく、どっちが引くか押すか究
極の阿吽の駆け引きが展開されていた。あちこちで野良犬の姿が見られる一方で、不思議なことに猫の姿は一
度も見なかった。一体、インドの猫たちは、どこでどんな暮らしをしているのだろうか？謎である。❤ 
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。。  
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