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 ReportⅠ 「猫と私のものがたり２～新吉田町～」      会員  酒井Ｍ 

 去年の夏から始まった毎晩のえさやり猫散

歩も、早いもので一年が過ぎました。最初は

汗だくになりながら「猫はこんなに暑い中で大丈夫

なのだろうか」と心配していたのですが、気づくとあっと言う間に半

年が過ぎ、氷点下になろう日にはホットドリンクを飲みながら回り

「この寒さを乗り切れるだろうか」とまた心配。2 度目の夏が終わ

り、また同じ心配を繰り返していることを実感する季節の変わり

目です。（といってもマイナス気温になる雪深い私の故郷北海

道にも野良猫はいるので猫は案外寒さに強いのでしょうか？） 

１．ニャー子のはなし 

 この地域で始めた TNR活動については、前号（2017年春

号）で書かせていただきましたが、その中で 1匹だけ、最後まで

捕獲できなかったメス猫「ニャー子」がいました。初めて会ったとき

気付いたら足下にいて、毎日会っているかのごとく「ニャーー

ー！」と鳴いて寄ってきて、「え、きみ誰・・？？」と戸惑い、おか

しかったのを覚えています。そんなわけで私たちは「ニャー子」とい

うなんの変哲もない名前で呼ぶようになりました。 

 ニャー子は不思議な猫で、他の野良たちと違ってどこに現れる

かも、いつ現れるかも予測がつかない、風来坊のような猫でした。

でも現れるときは必ず「ニャー！ニャ～アアア！」と同じ声なので、

暗くても「ニャー子だ！」とすぐ判ります。話を聞くと、この地域で

もう何度も出産しているらしく、私が初めて TNR した猫もニャー

子の子どもだったことが分かりました。風来坊のニャー子の捕獲

は難しく、私も春先は多忙で、妊娠の気配を感じてもなかなか

機会を得ることができないまま時間が過ぎてしまいました。ああ、

お腹があんなに大きく・・・時既に遅し・・・こうなったからには、ち

ゃんと産んでもらって、子猫

には里親さんを見つけて幸

せになってもらいたいと、動

物病院や支えあう会さんに

相談し、里親捜しや捕獲の

アドバイスをいただきました。 

 しばらく経って、お腹がスリ

ムになったニャー子が現れる

ようになりました。 

「産まれた！」 

しかも毎晩、同じ方向から現れるのです。定住している？即ち

子どもがいる！そう思った私は、時間を見つけてはニャー子がい

つも出てくる廃墟と化した建物＆物置周辺を捜索しましたが、

子猫の気配は全くありません。周辺の工場にも子猫を見かけた

り鳴き声を聞いたら連絡が欲しいと連絡先を配りました。 

 1 ヶ月近く経ち、子猫は生きていないだろうと諦めかけていたあ

る日、工場の人から「裏に子猫がいる」と連絡が入りました。「生

きてた！」私は飛び跳ねる気持ちで探しに行きました。「裏って

まさかここのこと？」入居者の少ない古アパートの２階へ上がり、

隣の建物との間を見下ろすと…ニャー子、そしてシロとシロクロの

小さな子猫が２匹いました！増築により入り口が塞がり、廃材

やゴミが散乱した細い路地でした。屋根もあるので、カラスも簡

単には侵入できない。まさに子猫が生き延びるための奇跡的な

空間でした。いつも女王みたいに強気で人懐っこいニャー子が、

人知れずこの 2 匹を育てた母猫だったんだと思うと、なんとも愛

しい気持ちになりました。 

 翌日から捕獲大作戦が始まりました！子猫の捕獲は初めて

ですし、なにしろ大人が簡単に入れないスペース。周囲に相談

したりインターネットで調べたり、外まで餌でどうやっておびき寄せ

るか…？ドキドキで挑んだ初日。建物裏の草むらにニャー子親

子がいきなり登場！ニャー子は子猫を前に警戒する様子もなく

いつものように「ニャー！」と寄ってきてくれました。そしてその近く

の草陰に、小さなシロクロの子猫が元気なく、動かず、ぐったりし

ていました。目ヤニがひどく、

ほとんど眼が開かない状態

で、餌を前に置いても無

反応。横で愛しそうに子

猫に毛繕いして気にかけて

いるニャー子を見て、保護

を怯みそうになりながらも、

このまま死なせては、もっと

後悔する！と意を決してニ

ャー子が餌に気を取られて

いる間に、ほとんど動かな

いシロクロをそっとキャリーに

入れました。 

 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 

 



こけしちゃん ビフォー/アフター 

たくさんの黒猫と三毛 1泊した黒猫 

リリース後のニャー子 

 ところが、もう一匹のシロは、

どこを探してもいません。もし

かして今上で鳴いているたく

さんのカラスに持って行かれ

たんだろうか…でも今はとに

かくこの弱った子を診察時間

内に…と急いでバディどうぶ

つ病院さんへ連れて行きまし

た。病院から戻ると「シロ、い

たよ！」と工場の人。生きて

た・・！本当に嬉しかった。こ

の子は警戒心が強く、私が

来たときは物陰に隠れていた

ようでした。餌を置いて遠くに離れると、ニャー子の元へ出てきて

バクバク食べました。明日こそ、この子を捕獲するぞ！そう思い

ました。 

 翌日もシロの捕獲を試みましたが、失敗。それでも餌を食べて

遊び回る姿を見て、この子は警戒心も強そうだし、シロクロより

倍くらい大きく、順調に育っているので急がなくても大丈夫だな、

などと思っていました。その翌日は仕事で動けず、夜に餌だけ置

いて、その翌日捕獲に行きました。しかしシロもニャー子の姿も

見当たりません。前の晩に置いた餌もそのままで、嫌な予感がし

ました。周辺を聞いて回ると「昨日の朝白い子猫が轢かれて死

んでいたのを見た」との情報。頭を殴られたような思いでした。事

故の場所は餌場から随分と離れた道路でした。よっぽど好奇心

旺盛な子だったのでしょうか。私が捕獲に失敗していなければ。

もっと時間をかけていれば。診察時間が過ぎても自分の家で一

泊保護していれば、死ななくてすんだかもと落ち込みました。瀕

死だった故にすぐに保護したシロクロが生き長らえ、元気だった

故に保護を先延ばしにしたシロが死んでしまった。運命とはわか

らないものだと改めて思いました。野良猫の置かれた状況は、

常に危険と隣り合わせで、いつ突然会えなくなるかわからないな

のだと痛感しました。 

 その後ニャー子の不妊手術は無事終わり、病院からの帰り道

キャリーの中で猛烈に抗議していたのに、キャリーから出した途

端、すぐに私にスリスリしてきてくれて、やっぱり変わった猫で、とて

も愛しかったです。ニャー子はここで何匹も子どもを産んできたけ

ど、シロクロとシロがニャー子の最後の子どもになりました。助けら

れなかったシロに謝りつつ、シロクロが元気になって今は「こけしち

ゃん」というとてもかわいい名前をもらい幸せに暮らしているのが

せめてもの救いです。 

２．黒猫軍団のはなし 

 ニャー子騒動と並行して、いつも餌をあげている場所に、坂の

上の家から見慣れない黒猫がたくさんやってくるようになりました。

えさ場が大変なことになってきたなと思っていたら、さらに生まれ

たばかりの子猫まで現れるようになったので、これは早くしなきゃ

と家の方に話しに行きました。なんとその庭には子猫が 5匹と成

猫が 9 匹もいて、まさに猫屋敷！家の方によると、半外飼い猫

の餌を求めてかどこから来たのか一気にこんなに増えてしまったと

困っていて、一緒に協力して成猫は手術して、子猫は里親捜

ししましょうということになりました。 

 まずは子猫の捕獲を週末に約束しましたが、ちょっと懸念があ

りました。いつも道路まで出てくる活発な子猫がいて、いくら家の

前に戻してもまたすぐタタタッと私のあとを追って道路にでてきてし

まうのです。シロのように事故に遭うかも分からないと、すぐにその

子を保護し、初めて子猫をひと晩自宅に泊めました。人懐っこく

私の膝の上でスヤスヤ眠りました。やってみると案外難しくなく、

「なんだ、シロのときも飼い猫に気を遣わず一晩くらい家に連れ

てくればよかった…」とまた少し後悔しました。 

 週末、子猫４匹の捕獲大作戦の開始。すぐ餌に寄ってきた

ので、最初の２匹は軍手で首根っこを持ってひょいとキャリーに

入れられました。あと２匹！と思って餌でつっていると、後ろから

「いててて！！」と家主のおじいさんの声が聞こえて振り返ると、

なんと暴れる子猫を素手で無理矢理捕まえていました。「おじい

さん、参加しないで～！」と心の中で叫びつつ、すぐにキャリーに

入れてもらいましたが、その騒ぎで猫たちが一気に逃げ出してし

まい、また時間を要しました。私も焦ってしまって一番警戒心の

強い最後の１匹を中途半端に持ち上げてしまい、子猫は手の

中で暴れ、大人猫も怒って我が子を取り返そうとシャーシャー威

嚇してくる始末。思いっきり手を噛まれ、軍手を貫通して流血!

なかなか大変な大作戦でした。それでもなんとか４匹を捕獲で

きたことに安堵し、里親捜しをしてくれるバディどうぶつ病院さん

に連れて行くことができました。 

 家に帰ると疲れがどっと押し寄せ、噛まれた手の収まらない痛

み、母猫に威嚇されたショックと子を奪った申し訳なさ、あまり

TNR の知識がない家主さんとのやりとりと（結局子猫にかかっ

た費用は家主さんと私で半分ずつにしました）、ニャー子から続

いた自己負担金の重さが予想していた以上にのしかかってきて、

その日は寝込みました。自分の甘さを責め、落ち込みながら報

告メールを支えあう会さんに出すと、費用を一部応援してくださ

るという有難いお申し出をくださり、そこまで支えていただくことに

なりました。そのおかげで考えるだけで青ざめていたたくさんの成

猫の TNR もなんとか乗り越えることが出来ました。家の方と一

緒に 2回に分けて 3匹ずつの合計 6匹を一番近くのいなば動

物病院さんで手術できました（成猫手術の費用は家主さん持

ち。他の猫は事故で亡くなったりいなくなったりしてあと 1匹未手

術の猫がいます）。うちに泊めた子はもう里親さんの元へもらわ

れていったそうです。あとの 4 匹は現在バディどうぶつ病院さんの

譲渡会に参加しておりますので、是非覗いてみてください。 

 今まではある意味自分の責任

の範囲内で TNR をしてきました

が、改めて地域の人を巻き込ん

でいく難しさを感じた出来事でし

た。でも最初は苦手に思っていた

黒猫軍団の家

の方も今では農

家で取れた野菜

をくれたり猫のこ

とを相談してくれ



たりいい関係になりました。猫嫌いな人はどうしようもないのかも

しれませんが、餌をあげている人は猫に何らかの気持ちがある人

だと思います。無責任だと非難するよりもまずは少しでも近い存

在になり TNR や助成金の存在を認知してもらい、何より TNR

が自分たちのためにもなるということを知ってもらえれば、よりいい

方向に巻き込んでいけるのではないかと思うのは、まだそんなに

非常識な人に出会っていない、経験の浅い私の楽観的な考え

でしょうか。一人も知らなかった里山に、今は知り合いがたくさん

増えましたが、警戒されるのは最初だけで、皆「それは助かる」

「そんなことができるなんて」「猫、かわいいから」という反応ばかり

です。とりあえず人見知りをしないという自分の性格を活かし(?)

これからも地域の人たちと交流しながら、猫と人間の幸せのため

に、自分の出来ることをやっていきたいと思います。まだ、懸念の

家があるのです。 

 自分がこのような活動をできるのも、サポートしてくださる支え

あう会の皆様とその会員様、理解ある動物病院の方々、そして

家族のおかげです。この場を借りて深くお礼申し上げます。

 

Report Ⅱ   「エル君の旅立ち」                        会員  藤巻かおり    

7 月 28 日深夜、エル君が天国に旅立って

しまいました。 

本当に突然とても大きな痙攣発作を起こし、救急

病院で治療するも痙攣が止まらず、意識が戻らないまま心

肺停止状態になってしまいました。人工呼吸器につないで数

時間様子を見ましたが、その後自発的な呼吸が戻ることが

ありませんでした。状況から脳になんらかの疾患があった可能

性が高い、ということでした。 

痙攣の間は意識がないそうなので、あまり苦しまなかったと思

います。 

 もしかすると小さな兆候はあったのかもしれませんが全く気

付かず、エル君も元気に過ごしていました。 

エイズが発症することだけを心配していたので、こんな風に亡

くなるのは残念で、そしてとても寂しいです。 

しっぽの怪我治療に、と毎月のようにご寄付をくださった方、

クラウドファンディングを通じて見ず知らずの猫にお気持ちを寄

せてくださった方、エル君の代わりに心よりお礼申し上げます。 

そのご厚意があったからこそ、ケージの中で暗い目をしていた

エル君を救うことが出来たと思います。 

我が家で暮らしたのは１年 7 ヶ月という短い時間でした。 

他にも猫がおり慌しく毎日を過ごす中では、一人っ子のように

構ってあげる時間もなかなか取れませんでした。 

エル君にしたら、思う存分甘えることが出来ず物足りなかった

かもしれませんが、それでも

こんな私を信頼し、可愛ら

しくて人懐っこい本来の姿を

たくさん見せてくれました。 

ブラッシングの時のフワフワの

手触り、気持ち良さそうな

顔、ずっと忘れません。 

エル君、 

またいつか会えるかな。 

 

 

 

 

白黒をつけんと君をひとり待つ…  
 

大倉山梅林の白黒猫カウちゃんや黒猫ホ

シ君と付き合い始めて 10年以上になります。 

ご近所のガレージに猫ベッドがあり、この家の

方々は高級車が置いてあるのに彼らのためにいつもシャッターを

少し開けてくださいます。朝晩の管理人のエサやりとガレージのお

かげで、外猫としては長生きです。でも、今年の夏は身体に応え

たようで、2匹には老いが忍び寄ってきているようです。 

 97 年に大倉山記念館前で保護した捨猫の黒白シジミは管

理人宅で犬にも猫にも人間の子どもにもやさしく、子猫の時から

来た猫たちに母親だと思われていました。そんなシジミも 21歳以

上の今年はついに神様に呼ばれました。亡くなる 3 日前までトイ

レで用を足し、その後は水も食べ物も一切受け入れず、呼びか

けに反応しながらも、まるで「私はいいのよ、心配しないで」という

ようにひたすら静かにその時を待っていました。管理人もシジミの

様な最期を迎えられたらいいなと思いますが、シジミの様な徳を

積むことが出来ていないのが現状です。シジミを捨てた人に 21

歳まで生きたことを伝えたいと思います。 

 この春は大倉山周辺では子猫の噂がなく、バディどうぶつ病院

の坂口院長は横浜市動物愛護センターから乳飲み子を引き受

け、夜は先生やスタッフが自宅へ連れ帰り、新しい飼い主に手

渡せる月齢まで育てる作業を何回か繰り返しました。 

 ５月に入り急に港北区内のあちこちから子猫の相談が区役

所に入るようになりました。区役所からさらに支えあう会へ相談が

あり、子猫の保護、親猫の不妊去勢手術のための捕獲出動が

数回ありました。ついエサをやり、子猫が産まれてしまい、これで

はいけないと感じた方々が区役所に相談するようです。また、全

く猫と関係なく過ごしていたのにいきなり敷地内で猫が子を産ん

でしまいどうしてよいのかわからないと相談してきたケースもありま

した。どのケースも無事に母猫だけでなく父猫らしき猫も手術を

することが出来ました。 

 相談を受けた区役所の初めの対応がきわめて重要です。何と

かしたいと考えている相談者に対して、ただエサやりをやめてくださ

いとしか言わない担当者もいるようです。こうしている間に子猫が

増えてしまったという例がありました。 

 エサをやるなら必ず手術するという常識が広まるように力を入

れていきたいと思います。猫の事で悩み、心配している人たちの

応援を、身体の動く限り続けていきたいと考えている今日この頃

の管理人です。 

   大倉山公園自主管理人 新堂泰江 

 



 

活動の足跡 
●３月  

・ニュースレター発行 

・小さなまちの小さな平和展 

・大曽根南台町会ＴＮＲ応援 メス手術（大倉山動物病院 

費用は依頼者負担） 

●４月 

・大曽根南台町会ＴＮＲ応援 メス手術（大倉山動物病院 

費用は依頼者負担） 

・大曽根台トラ太郎去勢・治療（ラヴィ動物病院） 

・保護猫ポコ預かり 譲渡（大倉山在住の方へ） 

・保護猫スリム預かり  譲渡（千葉県富津在住の方へ） 

●５月 

・らくらく市 

・事情で飼えなくなった柴犬をボランティア宅預かり 

・柴犬 新しい飼い主へ（鎌倉市在住の方へ） 

・師岡町猫ＴＮＲ応援 母猫 父猫 手術 子猫６匹委託(バ

ディどうぶつ病院 費用は父猫以外依頼者負担) 

●６月 

・病気入院の方の犬ボランティア宅預かり 

・新吉田東５丁目猫ＴＮＲ応援 母猫 父猫手術 子猫３匹

委託（バディどうぶつ病院 父猫手術のみ支えあう会が負担） 

・大倉山１丁目エサ場清掃 

・新吉田町の TNR継続案件で母猫手術、子猫１匹保護(バディ

どうぶつ病院) 

●７月 

・病気入院の方の犬 新しい飼い主へ 

・新羽町猫ＴＮＲ応援 メス２匹 オス１匹手術（いなば動物

病院 費用は依頼者負担） 

・綱島西５丁目猫ＴＮＲ応援 メス手術（バディどうぶつ病院 

費用は依頼者負担） 

・大曽根六地区猫会議参加 

・新吉田町のTNR継続案件で、大人猫６匹TNR、子猫５匹保

護（バディどうぶつ病院） 

・大倉山１丁目のチャトラ猫、口内炎の治療開始（ステロイド投

薬） 

●８月 

・新吉田東６丁目猫ＴＮＲ応援 成猫５匹不妊去勢手術（い

なば動物病院 費用は依頼者負担） 

   子猫委託・費用は依頼者負担  ３匹(ラヴィ動物病院) 

３匹（バディどうぶつ病院） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年 3月～2017年 8月末 会計報告とお礼 

銀行振り込みや郵便振替などでいつもご寄付をいただき感謝

申し上げます。直接お礼を申し上げるべきところ、紙面でのご挨

拶をお許しください。また、お忙しい中お手渡しくださる皆様にも

重ねてお礼を申し上げます。 

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。 

 編編集集後後記記  
数年前、猫好きが講じてバングラデシュのベンガルトラ保全の支援を手伝った。今度はスナドリ猫の保全のお
手伝いをすることになった。世界では、家猫を除く野生の猫は大型中型どれも絶滅が危惧されているものばか
り。東南アジアでは生息域がヒトの生活圏と接近しており合成洗剤の泡の立つ川で餌の魚を捕食している(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。。  

【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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2017年 

エルくん 

 収入 支出 

2月末繰越金 338,855  

寄付金 201,453  

売上 4,250  

助成金 5,000  

会費収入 5,000  

医療費  193,210 

雑費  9,502 

通信費  11,550 

印刷  802 

事務費  732 

小計 554,558 215,796 

残高 338,762 

 

「港北区野良猫・地域猫支援協議会」のご報告 

去る 8月 8日、『平成 29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。新しく協議会会長になっ

た「あつき動物病院」の和田獣医師から、従来の活動（TNR へ

の助成金）を見直してはどうか、との提案がありました。 

・広く広報できるわけではなく少ない頭数（最大 30 頭）に限ら

れていること 

・募金が主な収入源のため、今後も継続していけるという見通し

が立たないこと  等が主な理由です。 

他にも、野良猫・地域猫に対する意見は様々で、獣医師会と

しての参加を疑問に思う医師がいることや 

支えあう会がこの制度で利用する病院が限られていること等も挙

げておられました。 

（野良猫の受け入れ体制でどうしても特定の病院に持ち込まざ

るを得ない事情については、きちんと説明しました） 

市の助成金に加えての金銭的な補助ということで本当にありが

たい制度でしたが、確かに対象の頭数が少なく、募金箱を置いて

いる獣医師会所属病院の先生方大多数のご意見ということでし

たので、来年度からの新しい活動を検討していくことになりました。 

会議が年４回開催なので何を決めるにも時間がかかるのです

が、支えあう会としてはやはり広報・啓発活動に力を入れていくべ

きだという、これまでと同じ提案をするつもりです。 

目標は「地域猫セミナー」の開催です！ 

 

mailto:gotonaomi419@gmail.com
http://sasaeaukai.blog17.fc2.com/
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