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Report I   「エル君近況報告」                          会員  藤巻かおり   

 我が家でエル君を預かってから早いもので

もう１０ヶ月が経とうとしています。ブログで

は時折お伝えしておりましたが、夏以降のエ

ル君の様子をご報告したいと思います。 

【ブラッシング大好き！】     エル君がとにかくメロメロに

なってしまう「ブラッシング」のおかげか、それまでの恐怖と敵意

に満ち溢れた顔つきから、だんだんと目元が優しくなってきまし

た。また、当初は撫でるとゴロゴロ聞こえてはくるものの、無表

情で固まっているような印象があったのですが、最近は思いっ

きり「気持ちいい!!」という表情や態度を見せてくれるようにな

りました。ブラッシングの時間になるとそれはいそいそと定位置

でスタンバイするエル君です。 

【尻尾の傷跡】     ジメジメした梅雨時までは、かさぶた

が乾いたと思ったらいつの間にか剥がれ落ちてしまい、血が滲

んでいるような状態が続きました。「もしかしたらずっとこのまま

なのかな・・」と、不安になるような毎日でした。それでも塗り

薬と栄養補給のサプリメント、電気代を気にせずエアコンの

除湿をフル稼働させた成果でしょうか、最近ようやく傷が完全

に乾きました。まだまだ産毛しか生えていませんが、早くフサフ

サの毛が生えてこないかなあ、と毎日楽しみに待っています。 

【夏の体調不良について】     エル君はいつも食欲旺盛

で、ご飯の時間になるとお皿の前で待っているくらいだったので

すが、８月になると少しずつ食欲が落ち、ついに大好きなウ

エットも食べなくなってしまいました。頻繁ではないものの下痢

や嘔吐もあり、濃い黄色のオシッコもしていたので、ラヴィ動

物病院で診ていただきました。輸血一歩手前の重度の貧血

に加え、アンモニアやビリルビン、トリグリセリドの値も高く、診

断は溶血性貧血および胆管肝炎症候群の疑いとのことでし

た。集中的に治療する必要があり、毎日の通院が難しかった

ため、入院をお願いしました。幸い１０日ほどで退院し、貧

血とアンモニア・ビリルビンの値はなんとか正常値に戻りました。

トリグリセリドの値がまだ高く、おまけに軽度ですが皮膚病も

併発してしまい、自宅中心ですが治療が続いています。本

調子ではないらしく、たまに吐いてしまったりしますが、食欲は

復活しています。 

【これからの展望】     全てがエイズ陽性のせいかどうか

は分かりませんが、傷の治りが遅かったり免疫が弱かったりと、

やや弱い体質であることは確かです。でも性格はハナマル付

きの二重マルをあげたいくらいの、本当に良い子なんです。 

エイズや尻尾の傷、体質のこと、全部ひっくるめて理解してく

ださる方が、きっとどこかにいると信じています。そのうち絶対に

新しい飼い主さん募集が開始出来るようになると思いますの

で、ファンの皆様、引き続き温かいご支援をよろしくお願いい

たします。 

 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   「地域猫活動の効果とは」                 会員  大山 裕   

 

梅雨明け間際の７月下旬ころ、中学 3 年の

女性から会に一通の問い合わせメールが届きま

した。夏休みの社会科の自由課題として地域猫

活動を取り上げたいので、話を聞かせてもらいた

いという内容です。新堂さんと私で対応することに

し、開設したばかりのバディ動物病院のシェルター

スペースで面談しました。 

相模原にお住まいの猫好きのお婆様を連れ

立って、私立中学の制服姿の可愛らしいお嬢さ

んがやってきました。シェルタースペースでは当日

仔猫の譲渡会を開催中で、仔猫をチラチラ見な

がら、会の活動報告やら横浜市の地域猫活動

の現状などを二時間ほどかけて説明させてもらい

ました。 

さらにそれから 10 日ほど経ったころ、もう一度メールで質

問を受けました。こんな内容です。 

『ネットを見ていると、地域猫活動は税金の無駄だ、効果は

あるのかとの批判もあります。住民へ効果や実績を示す機

会はあるのでしょうか』 

これはなかなかいい質問です。思わず唸ってしまいました。

最近の中学校の社会科はディベートのようなこともやってる

んでしょうか。 

この機会に少し検索してみたところ横浜市動物愛護セン

ターが公表するデータにヒットしました。データはH24～26の

三年間の推移で、犬・猫それぞれに対しての数字です。どち

らも概ね同じような推移ですが、猫の数字だけ拾ってみると、

年々、漸減となっています。（グラフ参照）↑ 

報告書ではハッキリ触れてはいませんが、市内の各所で

我々と同様の活動をしているボランティア団体、或いは地域

住民同士の協力と意識向上の賜物と胸を張っていいので

はないでしょうか。 

この数字を質問者にお送りし、ご納得いただけたようです。

ただ、『住民へ効果や実績を示す機会』の部分については

十分ではないな、と少し反省もあり、今後の会の運営に反

映させていくべきかもしれません。 

このような若い方が少しでも興味を抱き、中学校でも活

動の理解が広がってくれることを期待する次第です。

 

   「港北区野良猫・地域猫支援協議会」の報告 

去る 8月 30 日、『平成 28年度 港北野良猫・地域猫支援協議会第 2 回会

議』が開催されました。約１時間半の会議の中、ほとんどの時間が、不妊・

去勢手術の助成金（獣医師会登録の動物病院からの募金によるもの）に関

する話題に費やされました。 

昨年度までは、協議会委員中唯一のボランティア団体である支えあう会

に、一部（10 頭分）の助成金が託されていました。当時、町内会を巻き

込んでの地域猫活動につながりそうな、規模の大きな TNR案件に取り組ん

でおり、ある程度は対象猫の頭数を把握していたため、「支えあう会預か

り」という形の 10 頭分を有効活用してきました。 

しかし、助成金の出所が区民からの募金であること、上限があり公平に

使われるべきであること等から、今年度は事前に申請し、協議会委員全員

からの承認が得られた案件のみ助成するというルールを徹底していくこ

とになりました。捕獲から手術まで短時間で行った場合は事前の申請が難

しいこともありますし、費用の捻出が厳しい案件では助成金の存在は大変

貴重です。助成金の事業要領に則るべきということを踏まえつつ、今以上

に意義のある制度にする余地はまだまだあると思います。 

神戸市では、野良猫の避妊・去勢手術の費用を全額公費でまかなうとい

う案を定例会に提出すると発表したそうです。「全額補助が出るなら手術

しようか」と考える方はたくさんいると思いますので、こういった取り組

みがどんどん全国に広がっていくことを強く願っています。 

http://www.sankei.com/west/news/161013/wst1610130015-n1.html 

動物愛護施設 

BUDDY Project 

（バディ・プロジェクト）のご案内 

バディ動物病院のある長屋の並びに
新設されたバディ・プロジェクト会場
で、保護された猫たちの譲渡会を毎
月第二、第四日曜日に開催してい
ます。 
新しい家族をお捜しの方、ぜひ、

ペットショップではなく、ここに、見に来
てください。 

 

譲渡会：毎月第 2、第 4、日曜日 
時 間： 13:00～16:00 
場  所 ： 港 北 区 大 倉 山
2-7-47-105 
 
 
お待ちしております。 

データ出所：横浜市動物愛護センター 



 

                   もの思う秋  
 

✸食欲の秋 

 今年の夏は湿度が高く、きのこだらけの梅林でしたが、

山栗が豊作でした。栗農家の人が長靴でイガを踏んでひら

き、栗を採っていたのを思いだし、犬を待たせて同じようにして

栗をとりだしました。栗はぱらぱら落ちているので、２～３日

かけて集め、砂糖とはちみつを少し入れて煮詰めました。時

間をかけすぎたのか半分は煮崩れてしまいました。きれいに

煮えたものは一口でいただき、煮崩れて細かくなったものはア

イスクリームにかけて、マロンシャンテリーにしました。管理人の

ささやかな楽しみです。 

✸どうしてこんなに子猫がいるの？ 

３月末、大倉山３丁目大綱小学校周辺で子猫の声が

するという通報から始まり、子猫の相談を 12件34頭につい

て受けました。（グラフ参照）→ 

保護できたものは 20 頭、途中で相談が途切れて不明な

もの、子猫自体がどこかへ移動してしまったものなどが 14 頭

でした。相談者や支えあう会が親猫8頭に不妊去勢手術を

しました。これはあくまでも支えあう会や管理人に直接相談

があったものです。関心のある人たちが見るに見かねて相談

してきた件数です。港北区内にはまだ私たちがつかみきれて

いない件数が沢山あると考えられます。その子猫たちが大きく

なり子を産むのです。 

✸猫はどうして増えるの？ 

食べることが出来ているから猫は子を産みます。優しい気

持ちからか見ているのがつらいからエサをやる、そして子猫が

産まれて困ってしまう。ここまでは一緒ですが、その先が分か

れ道になります。相談して手術代の負担もいとわないか、ま

たはご近所みんなで負担して、目の前の猫に不妊去勢手術

を施し子猫は保護するのか、そのままにして猫がどんどん増え

て大変なことになるかの分岐点があるのです。 

✸猫を増やさないための応援の仕組みを知らせよう 

猫の手術の費用、助成金があること、飼い主のいない猫

への理解や手術費を安くしてくれる病院の存在、捕獲応援

のボランティアの存在、ルールを守って飼い主のいない猫にエ

サをやることは違法行為ではないこと（他人の敷地で許可

なくやるのは違法）、エサをやるならまず不妊去勢をしてから

がエチケット等を広く知らせていく必要があります。 

✸初動が肝心 

猫で困っている人たちはまず区役所などに相談します。こ

こでの最初の対応がとても大切です。相談してきた人のやる

気が萎えないような対応をしていただきたい、窓口によって対

応がまちまちにならないように猫の捕獲・手術に関する情報

の共有の徹底が必要と考えます。他区の愛護団体を紹介

され、対応してもらえなかったという例はよくありました。港北

区野良猫・地域猫支援協議会の区民の寄付による助成

金は限られた件数の対応ですが、地道にボランティア活動を

している人だけでなく、一人で悩んで相談してきた人にも助

成できればと考えます。 

✸応援するから自立して！ 

支えあう会のような小さなボランティア団体に相談して、猫

の捕獲から手術代などすべて頼めると思っている人たちもいま

す。支えあう会では捕獲器を貸出して、なるべく相談者が周

囲の協力を得て自力で取り組めるように説明しています。た

だし、高齢の方、障がいのある方、猫が病気などで状態が悪

く緊急性があるなどの相談の場合は仕事時間以外の時に

捕獲や病院への搬送をお手伝いしています。 

✸ネットワークで不幸な猫を減らしていきましょう 

不幸な猫を減らしていくためには沢山のボランティアが必

要です。捕獲の応援、車の運転、一時預かり（永久預かり

になることも覚悟して）などです。相談を受けても日頃活動

している地域から離れている所は負担

です。こんな時にあちらこちらで活動し

ているボランティアさんを沢山知ってい

たら心強いし効率的です。つながりを

作るための方法やイベントを今後考え

ていきます。その時にはどうぞ皆様よろ

しくお願い申し上げます。 

大倉山公園自主管理人 新堂泰江 
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活動の足跡 

●６月 

・ 大倉山１丁目猫「ナジュア」通りがかりの方の通報で保護、治療

（バディどうぶつ病院）。翌日死亡。 

・ 鶴見区駒岡町の猫保護応援。茶トラ猫去勢手術（ラヴィ動物

病院）。 

・ 綱島東母猫と子猫２匹の相談。母猫、オス猫不妊去勢（ラヴ

ィ動物病院・費用は相談者負担）。 

・ 子猫２匹保護、１匹は新しい飼い主へ、１匹はバディプロジェク

トで新しい飼い主さがし。 

・ 綱島西子猫３匹と母猫の相談。捕獲器貸出、保護に立ち会う

が、相談者が自力で時間をかけて子猫は虫取り網で保護。子

猫（バディどうぶつ病院）母猫不妊手術（ラヴィ動物病院・費

用は相談者負担）。 

・ 綱島西別件、母猫、子猫の相談、相談者が自力で保護。 

・ 鶴見川川崎側ボランティアさんに捕獲器貸出。 

・ 岸根町母猫と子猫の相談。相談者が捕獲器購入、使用法をつ

たえると相談者ご夫妻が母猫を不妊手術（ラヴィ動物病院）、

子猫３匹は新しい飼い主さがし（バディどうぶつ病院）。 

・ 小机母猫と子猫の相談。相談者が神奈川動物愛護協会に相

談しながら自力で取り組む。 

●７月 

・ 大倉山３丁目出生直後の子猫６匹保護される（バディどうぶ

つ病院）。授乳のために母猫が必要とのことで即刻保護。 

・ 大曽根台鶴見川付近子猫２匹保護、駆虫（大倉山動物病

院）。ボランティア宅一時預かり。１匹は新しい飼い主へ。父母

猫不妊去勢（ラヴィ動物病院・費用の一部相談者負担）。 

・ 大倉山７丁目高齢者宅ヘルパーさんの通報で弱っている猫を保

護。ノミ虱で貧血状態を治療（ラヴィ動物病院・費用の一部を

相談者負担）。 

・ バディプロジェクト・譲渡会。 

区内中学生より夏休みの自由研究（地域猫）に関する問い合

わせをメールでうける。 

●８月 

・ 大倉山３丁目母猫授乳終了のため不妊手術リリース。 

・ 大曾根台鶴見川付近オス猫去勢。 

・ 大倉山７丁目猫退院、ボランティア宅へ。 

・ 日吉３丁目猫の相談。捕獲機貸し出し使用方法を伝える。そ

の日に保護、相談者が運び、去勢（ラヴィ動物病院・費用は相

談者負担）。 

・ バディプロジェクト・譲渡会（第２・第４日曜日 13：00～

16：00） 

・ 中学生の自由研究（地域猫）のためのヒアリングに協力。 

・ 大曾根台大倉山公園近く住宅街・子猫（中猫）の情報で捕

獲機を仕掛けるが入らない。 

・ 港北区野良猫・地域猫支援協議会 

●９月 

・ エル君治療（ラヴィ動物病院） 

・ 大曾根くじら公園付近サビ猫保護不妊手術（大倉山動物病

院）。 

・ 日吉３丁目猫不妊手術（費用は相談者負担）。鼠径ヘルニ

ア治療のための手術が必要でそのまま入院（バディどうぶつ病

院）。 

・ 大倉山３丁目猫の不妊去勢の相談、相談者ボランティアが自

身の捕獲機で取り組む。３匹終了（バディどうぶつ病院・費用は

ボランティア負担）。 

・ 大倉山７丁目ノミ虱猫の体調が回復したので去勢手術（ラヴィ

動物病院）。 

・ バディプロジェクト・譲渡会。 

 

 

 

 

 

←2016年 6月～9月末 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 

5 月末繰越金 261,687  

会費収入 5,000  

寄付金 101,900  

捕獲機デポジット 15,000  

助成金 15,000  

医療費  234,671 

デポジット返金  15,000 

雑費(交通費等)  9,068 

通信費  12,129 

小計 398,587 270,860 

残高 127,719 

 

【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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 編編集集後後記記  
私が通う秋葉原駅前は、再開発工事のため事業所が立ち退いたと同時に、そこで可愛がられていた外猫が姿を
消した。数ケ月が経過し、先週、夜の秋葉原を歩いていると、巨大なドブネズミが道路脇を走っているのを見
た。猫と見間違えるほどに巨大化したネズミは、猫不在の夜の街で生態系の頂点になったのだろう。翌日の昼
頃まで回収されないごみ袋が並ぶ街角は、カラスが出てくるまでの間、ネズミたちの楽園になっている。 

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。。  

2016年 
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