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Report I   「ヘミングウェイの猫の末裔たち」                      大山 裕  
 
多くの方々の支援で命をつなぐことができたエル君は、外側
に反り返った特徴的な耳の持ち主で、このとき現場で一緒
に捕獲したネコの何匹かが同様な形状の耳をもっていた。
現場近くでアメリカンカールという品種の雄猫が放し飼いさ
れており、彼の落し胤であることは間違いない。このとき耳
の形状の遺伝についてネットで検索して、どうやらこれは優
性遺伝らしいなどと無意味に納得していたころ、合わせて
興味深い記事を見つけた。 

ヘミングウェイが猫好きで、彼の飼っていた猫が６本指だっ
たことは良く知られているが、実はこの６本指の血統が保
護され、その子孫たちがフロリダのヘミングウェイ記念館で生
き続けているというものであった。 

キーウェストはフロリダ半島の先端に浮かぶ島で、この町の
漁師たちの間で、６本指の猫たちは「幸運を呼ぶ猫」とし
て珍重されていた。指の多い猫は船のロープを上るのが得
意でネズミをよく捕まえたことから大切にされていたのであろ

う。島の猫にありがちな近親交配も
手伝い、この町には多指症の猫が
多かったという。ヘミングウェイは、漁
師から６本指のメス猫を譲り受け、その生ん
だ仔猫にも何匹か同じ症状が現れたということなの
で、恐らくこれも優性遺伝なのだろう。 

彼の死後、この家は記念館として管理されると同時に、そ
の愛猫の子孫は、６本指の血統を守るべく遺伝学者や
獣医からなるプロジェクトチームによって管理されているとの
こと。数年前までは一般市民に譲渡もされていたらしい。 

まるでブランド猫のように血統を保護することに対しては賛
否があるかもしれない。 

しかし、主がとっくに亡くなった家を、その飼い猫の子孫たち
が何世代、何十年にも亘って棲み守り続ける。その事実を
知ると、なんだか少し嬉しくなる。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ありし日のヘミングウェイと猫                           記念館で飼われている末裔の多指猫たち 
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◆近況報告 
久しぶりのニュースレターの発行です。いつの間にか夏にな
ってしまいました。 
「こうほく・人と生きもの・支えあう会」へのご寄付、献品、
ご協力などいつもありがとうございます。毎月必ず寄付してく
ださる方々、折々に送ってくださる方々、町で出会うとお財
布の口を開けながら来てくださる方々、猫を連れて犬の散
歩をしている時にすれ違った方から頂戴したこともあります。
みなさまに心から感謝申し上げます。 
今号は若者達が忙しく、記事がお休みなので、編集長を
始とするシニアチームで取り組みました。拡大管理人日誌
として、１月から５月までの活動を報告させていただきます。
少し長くなりますがお読みいただければ幸いです。  

◆クラウドファンディングに挑戦 
虐待された猫エル君のかさむ治療費捻出のた
めに、インターネットを通じて不特定多数の人か
ら資金協力を得るクラウドファンディングに挑戦しました。 
「エル君応援プロジェクト」では、28 万円を目標額として
47人もの方々に385,000円のご支援をいただきました。
手数料などを引いた額 322,630 円が３月に支えあう会
へ振り込まれました。遅れていた病院への支払いと、ご支
援くださった方々へのリターンの品物などの購入後、約6万
円が支えあう会へ残りました。今後の飼い主のいない猫た
ちの医療費のための大切な蓄えとなりました。 
くだんのエル君は退院後、預かりボランティア宅でのんび
り養生しています。預かりボランティアさんは「エル君の信頼
を２度と裏切ってはいけないと強く感じる春の日々です」 
とプロジェクトご支援のお礼の中に記しています。 
皆様、ご協力どうもありがとうございました。 

◆イオン「幸せの黄色いレシートキャンペーン」 
下期の贈呈式がありました 
イオンの社会貢献活動の一つとして、サポートを必要とし
ているボランティ団体と応援したいというお客様を結ぶ取り
組み「幸せの黄色いレシートキャンペーン」があります。 
「支えあう会」も助成先団体としてイオン駒岡店に登録し
ています。４月に 2015 年度下期（9 月～3 月）の贈
呈式がありました。支えあう会の BOX に黄色いレシートが
103万円分集まり、１％の10,300円分のギフトカードを
いただきました。保護猫の世話や保護するときに必要なペ
ットシーツに交換しました。 

◇お買い物で「支えあう会」を応援してください。 
毎月11日はイオン駒岡店でお買い物をして、黄色いレ
シートを「こうほく・人と生きもの・支えあう会」の BOX へ入
れてください。よろしくお願いします。 

◆TNRの問題点、されど TNR 
ある地域からのご相談: １月末に近隣の町内会から増
えすぎた飼い主のいない猫の TNR について相談を受けま
した。２つの町内会をテリトリーにして生きているようです。
猫たちはきれいで健康状態がよさそうです。エサをもらえて
いるから元気なのですが、餌やりに関する苦情も多く、誰が
世話をしているのか定かではありません。 
町会長が会議の時に糞害にあっているお宅や、猫の通り
道になっているお宅などを聞き取り、そういうお宅に捕獲器
を仕掛けさせていただくことになりました。ベビーラッシュにな
る前に、取り組まなければと２月の中旬からはじめました。 
8 か所に順番に捕獲器を設置して、３月下旬までに 18
頭に TNR を施しました。1～3 歳のような若い猫が多く、
何も手をつけなければ２年後には 100 頭を超えてしまうと
ころでした。 

◇周辺事態発生とその原因は？ 
町内会が取り組む TNR は横浜市
でもめずらしく、よい選択だと思いまし
たが、問題が生じました。とある素敵
なお宅に猫による被害が集中するようになりました。邸内を
猫たちが闊歩する、排泄はする、建物で爪とぎをするなど
TNR 以前はみられなかった状況があるとのことでご相談を
うけました。隣接しているお宅にも被害があるようです。18
頭の手術した猫たちは、恋の季節もなく、出張していく必
要もないので、のんびりご町内で過ごすようになったことが原
因のようです。 

◇考えられる対策 
お話を伺い、私たちは TNR の良い点だけに目を向けがち
で、こうした事態が発生する事を全く考えていなかったことに
気づきました。きれいな環境の中で暮らしたいと望んでいる
方々の権利を知らず知らずのうちに侵害しているのです。
猫は安心できてきれいな所が好きなので、猫に入ってほしく
ないお宅が、猫にとってはうれしい場所となることが多いよう
です。 
対策として考えられることは、猫の世話をする人はエサ場
にトイレと一緒に板や猫用爪とぎなど爪をとぐことができるも
のを用意する、猫の爪切りをする、難しい場合はケージなど
に入れて動物病院で切ってもらうなどです。 
被害にあっている場合は、猫よけシート「キャットカット」を
侵入されては困る場所に置く、ハーブのレモングラス、木酢
液など猫の嫌いなにおいで追い払う、「ガーデンバリア」赤
外線センサーで猫の動きをキャッチして、超音波で猫を遠
ざけるなどが効果があるようです。いずれも猫を傷つけること
はありません。 



◇今後に向けて 
今回貴重なご相談やご意見をいただきました。支えあう
会としても TNR が完了したら終わりにしたいところですが、
地域の方々と猫の世話をしてくださる方々が相談しながら
一代限りの命を見守ることができるように応援していくことも
役目の一つかなと考えます。無責任な人が猫を捨てること
から、飼い主のいない猫が発生するのです。人間の不始
末を命を損なわないで後始末するのが、TNRや地域猫活
動なのだと思います。 
猫を嫌いな人、猫で困っている人、猫を好きな人もみん
なで一緒に話し合う場を構築していければと思います。今
回の一番の問題点は、飼い主のいない猫が増えすぎてし
まったことです。お手伝いした地域に限らず横浜市全体に
まだ TNR は浸透していないようです。餌をやるからには必
ず不妊・去勢手術を済ませましょう。大変難しいのですが、
猫の世話は餌やりから排泄までと心がけます。（なんだか
きれいごと過ぎるじゃないか、猫の事はそんなに上手くいか
ないと悪魔の新堂はつぶやきます。） 

大倉山公園自主管理人 新堂泰江 
 
 
 

 
注：TNR とは・・・ 
T=Trap（罠で捕まえる）、N＝Neuter（不妊手術を
する）、R=Return（元の場所に放す）の頭文字をつ
なげて、野良猫が増えないようにする策のこと。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

最近のエルくん 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

活動の足跡 
 
2015 年  
●１２月下旬から 
・川崎市宮前区の庭猫の相談  
（ラヴィ動物病院預かり、新しい飼い主へ） 
・鶴見区馬場の具合の悪い飼い主のいない猫の相談 
（治療 ラヴィ動物病院） 
・大曽根台母猫手術と子猫３匹の飼主探しの相談を受ける 
2016年  
●１月 
・篠原北猫保護の相談-相談者が 1 か月以上かけて自力で保
護成功 
・大倉山周辺の２町内会より増えすぎた飼い主のいない猫の
TNR相談を受ける 
・ニュースレター発行（1/16） 
・クラウドファンディング目標額達成する 
●２月 
・２町内会依頼のTNR開始-３月下旬までに18頭手術（バ
デイどうぶつ病院 ラヴィ動物病院） 
・大曽根台猫の手術応援（ラヴィ動物病院） 
・記念館坂猫チイ具合が悪くなる 治療（ラヴィ動物病院 バデ
ィどうぶつ病院）退院後ボランティア宅へ 
●３月 
・小さなまちの小さな平和展参加（ギャラリーかれん） 
・大倉山ドキュメンタリ映画祭賛同ドキュメンタリーカフェ応援
（大倉山記念館） 
・小机疥癬猫の相談をうける 病院に相談して投薬（大倉山
動物病院） 
・大曽根台猫去勢（ラヴィ動物病院） 
・大綱小で子猫の声がするとの通報で捕獲器設置 母猫と子
猫は移動 オス猫去勢（ラヴィ動物病院） 
・港北区野良猫・地域猫支援協議会 
・師岡の方の相談で川崎市内での TNR応援 
●４月 
・大綱小前猫シラミ治療・去勢（ラヴィ動物病院） 
・大曽根２丁目猫の相談を受ける シラミ治療・去勢（ラヴィ動
物病院）「つるみ猫のかぎしっぽ」の協力で一時預かり先へ、そ
の後相談者が飼い主となる 
・イオン「幸せの黄色いレシートキャンペーン」下期贈呈式 
●５月 
・大綱小前子猫１頭保護（バディどうぶつ病院）新しい飼い主
へ 
・大倉山公園白猫保護去勢・オッドアイなので新しい飼い主さが
し（バデイどうぶつ病院） 
・大綱小前猫怪我治療・去勢（バディ動物病院） 
・富士塚で交通事故猫を区役所が保護（大倉山動物病院）
妙蓮寺のベテランボランティア竹内昭子さんに猫の特徴を伝える
と飼い主が判明、飼い主の到着を待って天国へ 
・大倉山周辺町内会エリアの猫を保護・不妊手術（バディどうぶ
つ病院） 
・港北区野良猫・地域猫支援協議会 
・らくらく市 

クラウドファンディングのお蔭で高額な入院費用も完済。 
無事に退院した今は、預かりボランティアさんの家で過ごして
いる。ブラッシングをしてもらってウットリすることも。しっぽの皮
は、爛れたり治ったりの繰り返しだが、少しずつ改善に向かっ
てきている。飼い主募集にはもう少し時間が必要。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

カフェモア（港北区大豆戸町 3-3 045-547-6654）に、こうほく・人といきもの・支えあう会の 

コーナーがあります。 「支えあう会」のチャリティはがきや猫の世話や助成金の情報などについてのお知らせ 
などがあります。ぜひお立ち寄りください。 [オーガニックコーヒー・紅茶 250 円 手作りケーキセット 550 円

豆寒天 450 円 など] 喫茶や店内の手織りなどの自主生産品の売り上げは、障がいのある利用者さんの 
工賃になります。是非ご利用ください。 

社会福祉法人かれん  就労継続支援Ｂ型事業所 オーガニックスペース・モアかれん カフェモア 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 編編集集後後記記  
秋葉原の駅前にノラ猫の棲む一角があった。秋葉原に出かけた時は、少し遠回りでも「今日はいるかな？」
と確認する気持ちでそこを通るのが私の楽しみだった。ところが、この春にその一角は、駅前再開発地区
に指定されていたため、面倒を見ていたおじさん職員のいる事務所も、雨の日は猫に傘を出してくれた板
前さんの焼き鳥店も、立ち退きで居なくなってしまった。ノラ猫の姿も消えた。お水やカリカリの入った
お椀は、もう、どこにも置いてない。町の風景が変わり、私の秘かな楽しみは失われてしまった。（涙） 
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。。  

2016年 1月～5月末日会計報告
 
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。 

 収入 支出 

12月末繰越金 84,560  
会費収入 1,000  
寄付金 240,040  
売上収入 6,500  
助成金 15,000  
クラウドファンディング 322,630 
利息 5 
医療費  373,395
事務費・印刷  8,397
雑費(交通費等)  14,300
通信費  12,956
  

小計 669,735 409,048

残高 260,687 

【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 
 

飼い主募集中 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
アビちゃん（元公園猫）2歳半、メス、避妊手術済み
現在、預かりボランティアさんのお宅でトレーニング中。 
人間との関係よりも、猫との関係づくりに優れ、他の猫
の面倒を見る母親気質の猫。2匹目の猫に最適。 
お問い合わせは、こうほく・人と生きもの・支えあう会まで
メール：info.sasaeaukai@gmail.com  


