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猫との暮らしを考える

神奈川捨猫防止会

定 義

早期メリッ ト

早期デメリット

特に推奨

社会背景

猫の回 不妊手術

14週令以下 (日 本では、 5カ 月令以下でも早期とみなすことも)

子宮卵巣と精巣の大きさ↓、出血量 ↓、体脂肪率 ↓、切開治J↓ 、

麻酔量 ↓、手術時間 ↓、回復時間 ↓

長骨が長くなる傾向

TNR現場、保護施設、譲渡予定、多頭飼育、外出猫、外飼い猫

*動物管理施設での殺処分の多くは、依然として子猫

*殺処分数減少にも関わらず、行政機関への猫クレーム多数

*近年の自然災害多発に伴 う、被災地の動物繁殖問題浮上

*日 本人の高齢化・核家族化と関連する飼育継続不能例の増加

*多頭飼育崩壊事例の多発

*譲渡活動の活発化―譲渡率の向 L、 不適切譲渡の予防

不妊手術適齢期です ! 2.5ヵ 月 1.l kg
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早期不妊手術
秋のイベン ト

Pl～ 3 1  地域猫活動
P4～ 7 1  田Jの 中で

P8-9
P 10

生活のヒン ト  P ll
事務局より   P12

今度の譲渡会デビュー決定 !

ワクチン、虫下しもバッチリ

な |こ より不妊手術済だし

里親さん希望殺到ね

どの人にしようか

迷っちゃう 。・・

彗奪
り譜曽早防

止会 1



早期不妊手術

新しく猫を飼い始める方へ 早期不妊手術のお勧め

日々の診療の中で、最近急に多 くなった案件

があ ります。子猫を下さい。了猫を拾いました.

子猫を貰いま したc子猫 を買いま した.これか

ら何 をした らよいですか ?も ちろん、今に始 ま

った話ではないのですが、何 と言 うか質が違い

ます.猫飼育経験がほとん どないけれ ど、猫 と

の生活に強 く憧れていた り、いたいけな子猫 を

自分が助 けてあげたい と本気で考えていた りぃ

いわゆる猫ブームの影響で しょうか ?自 ら積極

的に猫に関わって くる方が増えたよ うに思えま

す。確かにテ レビ番組や写真集、ブログの人気

猫達の可愛い らしさ、ユニークさには、多 くの

人が魅了 されているよ うですc単身世帯や少人

数世帯の増加に伴い、猫 と暮 らす ことは、楽 し

い我が家の一助になるかもしれません3保護猫

を迎えたな ら、不幸な猫 を救えますcつ いはま

って しまって、もう1匹 また 1匹 と増や して し

まいがちです。で 1)それはとて も危険な事です .

この新 しいタイプの飼い主の猫 ライフと、飼わ

れた猫そのもののライフが、最後まで幸せなも

のであるよ うに、できる限 り早い段階で、将来

を見通 したア ドバイスをさせて頂きたいのです .

伝 えたいことは山ほどあ ります.そ の中で も

基本中の基本はどうしても不妊手術です。それ

も、一度 も発情 させない交尾 させない生ませな

い、生後 5か月令以内の手術 をお勧 め します。

特に保護猫で譲渡予定の猫、屋外 にいく猫、多

頭飼育で管理の行 き届かない猫な ど将来の不透

明性の高い個体については、 さらに早期の 34
か月令以内の不妊 手術が必須 と考えます.最近、

猫 を飼い始めた比較的若い世代の飼い主は、雑

誌やイ ンターネ ッ トで情報を得ていて、不妊手

術の相談を最初か らされ る方も多 く、その熱心

オリーブの木動物病院 遠 藤  文 枝

さにはいつも感心 しています. しかしながら、

せつかく意識が高いのに、情報の質と量が多様

すぎて、迷つているうちにベス トな機会を逃 し

てしまうのは残念なことです。 うっか り外へ出

てしまった後での妊娠事故 (あ えて事故と呼び

ますが)や高齢になってからの乳癌発症は、甲
lLl手術さえしていたならほとんど防げます.子
猫の外見のいたいけなさから、メスをいれるこ

とに恐怖を覚えるのは理解できます.し かしそ

の外兄に反 し、了猫の回復力は驚異的です.獣
医師サイ ドでは体調の判断や保温などに配慮 し

ますが、総 じて成猫より手術 しやすいと思いま

す.子猫の子官卵巣は小さく、その L脂肪が少

ないため探索しやすいので、手術創 も時間も短

くすみます。術後短時間で何事もなかったよう

に元気な猫に飼い主もホッとしています.早期

不妊手術済の成猫も、早期だけが原因と考えら

れるトラブルに私は遭遇 していません。

子猫 と不妊手術をペアで考え、先手を早々に

打つことで、個人も社会も安心して猫 と共存で

きるようになることを願います。

アンソニー君  8オ  5.3 kg

もんちゃん   3カ 月 1.2 kg

私たち早期不妊手術済み仲間。

2匹とも体重 l kg以下で手術を受|す ま

平成 28年 12月
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平成 28年 12月
早期不妊手術

ヅ 日本 でも

猫。犬の 早期不妊・去勢手術
を行う獣医さんがふえています ノ

手
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期早 術の利点

ッキー氏

猫や犬の不妊・去勢手術は

・のぞまれ ない妊娠を防 ぐ 他
・生殖器系の病気が未然に防げる

・性格がおだやかになる な ど

今やエサ を与えるの と同 じくらい

重要な こと これは知 っているよね

もちろん ノ でも

不妊・去勢手術は

生後半年位以降に

す るものだ つて思 つてたよ

早期の方が いいの ?

い い ことは た くさん あ るん だ よ

・ 手 術 時 間 が 短 く出血 が 少 な い

・ 手 術 部 位 の組 織 が 弾 力性 に

富 ん で い るか ら縫 った り

縛 った り しや す い

・使 用 す る薬 品量 が 少 な い

・手 術 され る動 物 の

不快 感 が 少 な い

・合併 症 が起 こ りに くい

精神的にも肉体的にも手術後の

回復が早い などな ど

獣 医さんにとつても

ボクたち (猫 )に とっても

いいことばか りなんだね

もっともつと広まるといいナ～

私 た ち世 話 す る側 に と つて も

い い こ とば か りよ

外猫の場合、成猫 よ り幼猫の

方が捕獲 しやす い

_゛  ■、■

成 長 す る と 生 活 の 場 が 拡 が っ て しま うが

幼 猫 の こ ろ は マ マ 猫 と い つ し ょ

手術済みで里親 さんに譲渡できるので安心

何 らかの理由で手術が出来ず不幸 な命が

増 えるという悪循環 を完全に断ち切れ る

早期不妊・去勢手術が安全である
ことが広く認識され、

動物たちと幸せに共生できる社会
になることを強く望みます。

に よ る と

鶴
い

日本 捨 猫 防 止 会

TEFFAX 03 34'28185  045-9828575
UIく L i httpl● 、、、、、v sutcnckobotlshikai coln

イラスト/ながさわけいこ

現在

長野 県動物愛護セ ンター

神奈川 県動物保護 セ ンターでは猫 と大 を

譲渡す る際

生後 2～ 3ヶ 月で不妊・去勢手術 を

行 つて います 。

追跡調査か ら早期不妊・去勢手術の有効性が

評価 され ています 。
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秋のイベント

9月 の動物愛護週間の川崎フェアを皮切 り

に青葉区、県のイベ ン トとして初めて開催 さ

れた綾瀬市 と、今年 も 「猫 との暮 らし相談コ

ーナー」を設け来場者の方々とアンケー トを

中心に猫に関する様々な問題を語 り合いま し

た。

・動物愛護フェアかわさき 2016

9/25(日 )10時～ 15時

麻生市民館 。区役所

。動物フェスティバル神奈川 2016 inあやせ

10/23(日 )10時～ 15時

綾瀬市オーエンス文化会館

。青葉区民まつ り

11/3(祭 )10時～ 15時

青葉区役所周辺

神奈川捨猫防止会
会報 No 61

動物愛護フェアかわ さき 2016

9/25(日 )10日寺-15日寺

熱心にアンケー トを書き込んでいた男性、
「去勢手術をしてオス猫を飼つていた。不妊

手術は猫が増えないための方法だけどメスは

お腹を裂くので可哀想。去勢は簡単で安いの

でオスだけ去勢すればいいのでは ?J

ふ――む・・そう来たか・ 。(心の声)c

「確かに繁殖制限だけを問題にするならオ

スの去勢だけでいいかもしれません。ただ、

日本全国のオス猫だけを捕獲して去勢するの

は実際問題 として不可能です。

1匹でも未去勢のオスがいればメスと交尾

して出産するわけですから。

それに不妊・去勢手術は繁殖市1限だけでは

なく、長じてからのホルモン系の病気 (メ ス

は乳癌 。子官癌・卵巣癌など。オスは睾丸癌、

前立腺癌など)の予防の意味もあるんです。

今の不妊手術は傷国が小さいだけでなく縫

合も細かくて、術後は抗生物質を投与するの

で抜糸も入院の必要もありません。

麻酔が覚めて元の場所に戻すと、すぐに、

本登 りする外暮らしの猫もいるほど、猫への

負担が少ないんです。

病気予防のためにもメスの不妊手術は大切

なんですよ」
「なるほど・ 。そうだったんですか～J

納得してお帰 りいただけたようでした。

(中 曽根記)

参加者 :五十嵐、大田、川 口、佐藤、清水、

中曽根、馬場

平成 28年 12月



秋のイベント

動物フェステイバル神奈川 2016inあ やせ

10月 23日 (日 )10時～ 15時

神奈川県内各市で順次催 されている動物フ

ェステイバルが、初めて綾瀬市で開催 されま

したc当 日はお天気にも恵まれ、県内各地か

らた くさんの方々が来場 し、大変賑わいま し

た。犬を連れた方 も多 く、土地柄か中型大、

大型犬も多 く見受けられま した。

ホールの中では、子供達が描いた 「動物を

責任持 つて最後 まで飼 うこと」 を啓蒙す る
「愛護 ポスターJが 展示 され、又、長寿犬・

猫の表彰もあ りま した。

私は小ホールで上演 された保護犬たちの ミ

ュージカル 「ワンライフJを観ま した。いろ

いろな境遇で動物愛護センターに収容 された

4匹の大達の運命や末路が描かれていて、人

間の愚かさや 自然災害の恐ろしさを見せつけ

られ、感慨深い作品で した。多 くの人、特に

子供達にこのミュージカルを観てもらい、現

実を知って、その先にある 「自分達にできる

ことJを考えてもらいたいと思いま した。

又、大や猫 も長生きす るよ うにな り、「老

齢の大や猫 と暮 らすには」とい う講座 もあ り、

いまどきの問題 も取 り上げられていました。

広場では聴導犬や介助犬、そ して大の しつ

けのデモンス トレーシ ョンが行われた り、ブ

ースの中では大や猫の譲渡会 もあ り、他の団

体の方々とも交流することができました。

当会では猫についての相談を受けた り、ア

ンケー トを書いていただく中で、不妊手術の

重要性が理解 されてきてい ると感 じま した

「地域猫」や 「TNRJと い う言葉が浸透 しつ

つある中、最近は 「多頭飼育崩壊Jが問題に

なってきています。

猫のぬいぐるみを入れたお出かけ袋 (サバ

平成 28年 12月

イバル・バ ッグ)は 来 る人の 日を引き、「動

物病院に猫を連れてい くのに四古人苦 してい

る友人に薦めるJと いって購入 された方 もい

ましたD

参加者 :太 田、小林
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(小林 記 )

猫を病院につれて行く方法いろいろ

捕獲箱の貸 し出し等のビ相談は事務局ヘ

神奈川捨猫防止会
会報 No 61
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秋のイベント
平成 28年 12月

動物愛護 フェア・ア ンケー ト 集計表

今年、神奈川捨猫防止会が参加 した秋のイベン ト3ヵ 所

川崎市 49人 綾瀬市 28人  青葉区 23人 、計 100人の回答結果です。

設 知 っている 知 らない 無回答

メス猫は生後半年でママになる 1

2 妊娠する前に不妊手術を受けさせ ることが

大切である

3 1

3 猫の妊娠期間は 2ヵ りJで ある 2

4 メス猫は毎年 2～ 3回、赤ちゃんを産む 2

5 オス猫 も去勢手術が必要である 3 1

6 さわれない猫でも捕まえる方法がある 2

7 自治体によっては、不妊去勢手術費用の

助成金制度がある

94 1

8 外猫で耳カッ トしてある猫は

不妊去勢手術済みである

14 1

9 猫を捨てるのは法律違反 4 1

* 設間 3,設間 4 については、どこの会場で 1)知 らない人が多かった。

* 設問 6,設問 8 については、今後、知 らない人に浸透 していくよう啓発に努めたい。

ご近所への報告の見本

暮

恥

Ъ
ピ

麻酔のかかっている手術中にしてもらったから
痛くなかったヨ !

<朝 日新 聞の記事 よ り>
昨年度までの 3年間、大の殺処分ゼロを続けてい

る川崎市が、11月 を 「いのちをまなぶ月間Jと 位置

付けて、市民公開講座や街頭啓発を通じ、大や猫の

正しい飼い方を知ってもらうキャンペーンを行つた.

11月 12日 は中原区役所で、日本獣医生命科学大

学講自li、 入江真己さんの 「猫 との幸せな暮 らし方J

と題する講演があった.川崎市は昨年度、猫を 9匹

処分した。今年度は大はゼロ継続、猫 もなるべく減

らすことを目指している.「ペットの扱いで困ったこ

とがあれば、各区役所の保健福祉センター衛生課に

相談をJと 呼びかけている。

神奈り捨猫17t止会
会報 No 61



平成 28年 12月
秋のイ

青葉区民まつ り

11月 3日 (祝 )10時～ 15時

朝方まで雨が降っていたのにもかかわらず

今年も晴天に恵まれ、多くの人々でにぎわい

ました。今年の区民まつ りは「地域の力」を

テーマに 「共に進もう心の絆を青葉からJを
キャッチフレーズに実施されました。

秋の 1日 を楽しく過ごせる活気あるステー

ジと多くの模擬店が出展。

私たちは例年どおり、外のブースではグッ

ズ販売、体育館内健康フェステイバルのブー

スでは猫についての相談やアンケー トを実施

しました。新規に地域猫活動のパネルを作成

したり、猫の感情を意思表示 したラミネー ト

のパネル等を、アル ミフレーム付のパネル

にと一新 しました。その為、多くの人が足を

止めて見てくださいました。相談も以前に比

べ苦情を言 う方が減ってきたように感 じまし

た。今後、猫との共存を考え、印象深いパネ

ルを展示 し、啓発に努めたいと思います。

(清水 記)

参加者 :有馬、太田、清水、長澤、松丸

ベント

南相馬便 り

今年、 7月 12日 、南相馬市小高区と原町

区の一部に出されていた避難指示が解除さ

れ、住民は自宅に住めるようにな りました

が、戻つてきている人は震災前の 1万 3千人

の内、千人位です。生鮮食品や生活用品を買

うお店はまだありません。

震災以来ずつと大猫救済をしてきました。

今は猫救済が主です。震災時には 60箇所あ

つた餌場は統廃合 した りして、今は約 25位

に減ってしまいました。その上、住民が帰っ

てくると猫の苦情等があって無くした餌場も

あります。また、荒廃家屋の解体が進んでお

り、飼主さんの家や物置が解体され使えなく

なった所もありますが、今ある餌場を守って

います。

餌場はにゃんだ―えさ箱に食べ口箱をつけ

て猫以外は食べられなくしています。えさ箱

の中は汚れるので時々洗つて、きれいにした

えさ箱と交換 します。男性が手伝いに来てく

れた時に交換 しています。今年は雨が多くて

えさ箱の中まで雨が入つて餌を悪くされまし

たc何度も交換 しましたが、力仕事で苦労し

ました。猫たちを捕まえられないので、缶詰

の中身にノミ。ダニ予防薬を入れて食べさせ

ています。猫たちに食べさせたいの一念で給

餌を続けています。これからも給 lilと 猫保護

活動を続けます。 (南相馬市 吉田美恵子)

この餌箱は雨が降つて苦労しました。
雨があたると、餌箱の中の餌が悪くなります。

神奈川捨猫防止会
会報 No 61



地域猫活動
一 =_ゝ

 一二 __ :

今年の 7月 30日 に、地域猫活動を長く続けているグループ NPO「 いのちにやさし また 1́1

ねこだすけJがり|1崎市内で勉強会を開催 しました。当日配布された資料の一部を、執≧者三二■二
f

を得て、ここに掲載させていただきました。

●地域猫活動は行政、地域、ボランティアの三者協働で成功する

猫と人が共生する地域づくりは、下図のとお り、三者協働によって成功する.

ボランティアと行政のみの二者連携が見受けられるが、地域の理解が不十分な場合、ボランティ

アが精神的に孤立するため、長続きしない。

また、行政の支援を受けずに活動しても、地域住民に 「公共性のある活動だ」ということが分か

つてもらえないので、苦労することが多い。

罫/// 璽 爆翫
協
力

ボランテイア

の活動内容を

保証

神奈川捨猫防止会
会報 No 61
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平成 28年 12月
地域猫活動

●よくある意見

猫は保健所で捕獲して処分すれば良いのでは ?

各自治体によってそれぞれ事情を抱えており、対応は様々。

しかし「人と動物の共生する社会Jを 目指す観点からすると、安易な引取りは避けねばならない3

外飼いの猫を処分してしまうリスクもあるc

※東京都の場合

大猫等の収容は、東京都動物愛護相談センターが行つている。

しかし、猫については、外に自由に出している飼い主がおり、外をウロウロしている猫が飼い

猫かノラ猫か区別がつかないため、歩けないほど負傷 している等の一部例外を除き収容してい

ない.

エサやりを止めれば良いのでは ?

① 猫はテリトリーを重んじる動物なので、エサや りを上めても、お腹を空かせて地域 (テ リト

リー)に留まる。

② 飢えた猫が、ゴミを漁つたり、僅かな食べ物を巡つてケンカをしたり、屋内に侵人して食ベ

物を盗んだりして、二次災害が生じる。

猫はなんとして (D生きようとするcお となしく餓タビする動物はいない。

O それで1)エサを与えない状態を続ければ、いつかは地域からいなくなる.しかし、エサを求

めて近隣の地域に移ll」 しているだけなので、狭い町内でノラ猫の押 し付け合いをしているだけ、

ということになる1

しかも、移動先のエリアで索殖し続けて大迷惑.

エサや り禁上では、問題の解決にならない

エサをやろうがやるまいが、猫は本能に従つて繁殖するので、

必要なのは 0増加防止と②被害対策

そして、0こ の考え方を地域に理解していただくこと

地域ア ドバイザー 元・練馬区保健所地域猫担当者

石 森 信 雄

NPO「 いのちにやさしいまちづくり ねこだすけ」:

猫の捕獲箱を米国から導入して紹介し、各地にセミナーを通して猫との共生を発信しているグループです。

舅‖牌防・ -9



外暮 らしの 2膚 とイ寸合 う

Nさ ん夫妻は大の飼育経験はあ りますが猫

との付き合いはあ りませんで した。そのNさ

ん宅の駐車場で猫に餌を与えているお婆 さん

がいましたが、余 りに堂々とした態度 と 「こ

れだけが楽 しみでねぇ・・Jの 言葉に元々が

動物好きのN夫妻ですか ら「餌をやるな」 と

は許えなかったそ うです。

ところがある日を境にそのお婆 さんがばた

りと来なくな りま したcが、それでもそこに

集 まる猫たちが哀れで餌 を与え始めま した。

ある夜 1匹が大声で吠え出して思わず窓を開

けると飛び込んで来た猫が三階へ まっしぐら

に駆けあが り 。・・、翌朝にはふわふわの毛

玉が 4つ 。・・、最近、太ったな― と思って

いた猫が出産 していたそ うです。

大は知人か ら譲 り受けたので子猫 1)貰われ

るだろう、余 り小さいと貰 う方 も大変だろ う

と子育てする母猫を見守つていましたc

―力月ほど経ってたまたま知 りあつた猫オ

バサンにこのことを話す と 「今時、ノラ猫の

子を貰って くれる人なんていないわよ. ノラ

の子なんてどんな病気を持っているかわから

ないのよ !」

日の前、真っ暗3自 宅の建て替えのための

引つ越 し先はベ ッ ト不 日∫.解体の 日は決まっ

ているし、高齢家族の世話もある。夫婦とも

に病院通いをしているので親子猫 5匹 を一生

飼い続ける自信 モ)経験 もあ りません。

アチコチ相談を重ねて行政経由で防止会に

た どり着きましたが、その時は、全ての責任

は不妊手術をしなかった 自分にあると、母猫

は不妊手術後、現場に放 してや り、子猫は安

楽死 と心に決めていました。

相談を受けて出向いてみると子猫はもうピ

平成 28年 12月

ョンピョン飛び跳ねるイキモノニ生命力に満

ち浴れています.

出産が2月 で、まだいわゆる
~子

箔 :Dシー

ズンJではなかったので、ダメで元々とネッ

ト掲載すると、来るわ来るわ、問い合わせ裁

'11。

 2匹飼育希望のお宅を優先的に厳選 し

て (?)4月 に 2匹、 5月 に 2匹 を 「お試 し

飼育Jに届け、 1週 間後、日出度く正式譲渡

に至 りました。更に 1件のお宅では 「建て替

えが終わるまでJと いう条件で母猫も預かつ

てくださることになって♪バンザーイ !。

Nさ んはそのお宅と連絡を取 りながら 11

月の新居完成 二母猫の引き取りを心待ちにし

ていますここれから初めての猫との暮らしが

始まりますが、猫 もヒトもまだ初心者・・・

互いに折 り合いをつけながら快適生活を目指

すことでしょう。

4「lL子猫を預かるだけでなく、通院、投薬

を続けてくれたYさ ん.仕事を休んでまでお

届けに同行 してくれた Sさ んには、ただただ

感謝のみc

ヒトも猫 も一人では生きられない 。・。友

人、知人、そしてご縁に恵まれた今回の出来

事で した。 (川 崎市 中曽根幸子 )

町の中で

|

ネコを飼 うには、
これだけは用意 しましょう。

翻
つつと0■

10基軍吉:す
防止会



平成 28年 12月
生活のヒント
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イベン ト会場では一番人気の物です。

あなたも手作りで挑戦してみませんか ?

<利用者の声>
愛猫ジローは 13歳。数年前から目やにが

多くなりました。抵抗激 しく目薬を塗るのは

至難の業。 日薬は肝心の目ではなく殆ど瞼の

周 りの毛についてしまいます。そこでサバイ

バルサックに入れ、手も足も出せなくして、

おメメにばつちり塗つてあげました。耳掃除

や尻尾の手入れにも使っています。

(YoM)

マ ミを病院に連れて行 く時、今までの籐カ

ゴをやめて、サバイバルサックに入れ、自転

車の前カゴにタオルを敷き、ポンと乗せただ

けで行きました。

待っている間も袋のままダッコで静か。顔

だけ出して診察。注射時にお尻の方からめく

り上げ、 3本ブスブス・・・怒つていました

が、手も出せず・・・でした。先生も助手の

人も (袋に !)感心していました。 (UoS)

うちの猫は獣医さん嫌い。診察台でキャリ

ーケースを開けても奥にうずくまつて出てこ

ない。弓|つ ぱつたり逆さにしたり、やつとの

思いで取 り出せば、診察台から逃げようと必

死だ。スタッフー同でバスタオル被せて押さ

えつければ、断末魔の叫び。しかしサバイバ

ルサックを使 うようになってからは、今まで

の苦労がウソのようだ。この袋に入つた以上、

逃げようにも逃げられないので、あきらめが

(N・ K)

邸‖牌防蛤 11
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<日 本捨猫防止会 との統合 >
10月 中令」、会員の皆様 には葉書にて、神

奈川捨猫防止会 (KSBと 略す)は来年度 (2017

年 1月 )よ り、 日本捨猫防止会 (NSBと 略

す)と 統合 して活動するとお知 らせを致 しま

した。

KSBは もともとNSB会員であった大 田成

江 さんが猫への愛護 。啓発活動を進めるには

地域の行政 との密接な連携が必要であると認

識 され、NSBと の連携 の モ)と KSBを 設 立

されま した。横浜市 。川崎市を中心に KSB
は神奈川県の行政 と関連 して、イベン ト等に

積極的に参画 し、会員数 も増えていきま した.

一昨年度 より、大田会長がご家族の介護や ご

自身のご高齢により、NSBと KSBの 代表・

会長 を兼務す ることの負担が大 きく、 この

際、NSBと KSBIま統合 して大田代表のもと、

日本捨猫防 止会 として活動 してい くことに

致 しました。会計年度 1)会費も一昨年度 より

NSBと 同じ1月 ～ 12月 と致 しましたので支

障あ りませんc

KSB会 員は t)と より、KSBを応援 してい

ただいた獣医師先生、行政の担 当者の方 々、

地域猫の活動にご理解 。ご援助を頂いた方々、

今後 とも新 しい 日本捨猫防止会へのご支援・

ご協力を切にお願い申し上げます.

事務局 :〒 1400004品川区南品川 6817
第 2甲 南荘 102

TEL/「AX : 03-3472-8185

当面は、大田会長 (TEL′ FAX:0459828575)

にご連絡いただいて ()結構です .

平成 28年度、KSB事業報告及び会計報告

は、来年、別途、送 りますc

事務局よ り
平成 28年 12月

≪本の紹介≫

「動物病院を訪れた小さな命が

教えてくれたこと」

磯部芳郎著 現代書林 1500円
1962年 に獣医科大学を卒業以来、今 日

まで 50余 年、動物 医者

としての人生を歩んで来

られ た磯 部 獣 医師 の Cl」

物 との関わ りを、笑いあ

り、涙あ り、感動あ りで

綴つた感動のエ ッセーで

す.著者 と親交のある作

家・津村節 子氏からの「いのちを見つめてJ

とい う短文 も掲載 されています.

「キャットス トリー トJ

久世アキ子著 アー トダイジェス ト

1500円

会員 久 Lア キ了のユーモア とネコ愛

の流 れ たアー ト絵本t近
隣の トラ猫 の救護活動 を

し、 トラ猫 「ツクラテス」

のキャラクター雑貨 の店

を営 み、現在 9匹 の ネコ

と暮 らす。

編集 :大 田、清水、占田
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