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<獣医師 :ジェフ・ヤング>

譲渡活動・ため込み収容・ レスキュー活動では
大猫の個体数過剰状態から抜け出せない !

他の国々に比べて温暖な気候に恵まれている日本では、人も猫もかなりゆるやかに生き

られる故か、多産系の猫は優 しい人の周 りでは増えるばか りです。気が付けば、小さくて

可愛かった猫達も近所の トラブルのもとになった り、ひどい日に逢わされたり、悩ましい

存在になりがちです。

1年間に 1匹のメス猫は 2～ 3回 ア
',出

産で 10匹以上に増えるので、産ませ過ぎが不幸の

もとになるのです。最近の獣医豪で|=幼 齢期 (生後 5カ 月齢以内)に不妊去勢手術をする

ことが可能になっていま十: この事を知る人が増えれば、飼いきれない程、増えた猫で悩

む人が))或 ろに違 .ヽ ありません。

米国の愛護獣医師ジェフ・ヤングは、幼齢期の手術法を広める活動を続けてお り、過去

20年間に 18万件の手術を手がけ、スロバキアとメキシコに トレーニングセンターを建設。

350人以上の獣医師に高効率で安全な不妊手術を指導 してきました。

6年前の東日本大震災後の福島県白河市内では、大猫の不妊去勢手術専門病院が、日本

の非営利団体の力で運営され、 3年間で約 2700匹の大猫の手術が行われました。産まれ過

ぎを放置 しておいて 「殺処分ゼロ」を唱えるのは無意味なことです。少なく産まれた仔達

と良い関係を続けることが、動物にも飼主にも獣医師の方々にも望ましいのです。

阪神淡路大震災後の神戸市を中心に作

られた非営利団体のアニマルレスキュー

システム基金が、「行き過ぎた 日本の殺

処分ゼロ運動家 と寄付者に贈る Dr.JEFF

か らの大切なメッセージ」をA5版 10

頁にまとめました。

ご希望の方は、当会へお申込み下さい。

1部 :200円 (送料込 切手可)
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みんなが幸せに暮らすための動物愛護管理法

動物の愛護及び管理 に関す る法律が 2000

年に成立 し、 5年毎の見直 し 。改正が続 けら

れていますが、 日常生活の中に身近に引き寄

せて考えた り、活用 した りす る機会がないま

まに 日が過 ぎているのが実晴と思えますこ

この度、公益社団法人 日本愛玩動物協会

の機 関誌 「wlth PET s」 に特集記事が掲

載 されま したので、ご許可を頂いてご紹介 さ

せて頂きます。

愛護動物とは :すべての 「牛、馬、豚、めん羊、

大、猫、いえ うさぎ、鶏、いえばと、あひる」

とノ、に飼われている 「哺乳類、鳥類、爬虫類

に属す る動物」 となっていて、愛護動物はベ

ッ トだけではない と示 されてい ます _

愛護動物の遺棄の禁止 :飼育 されている動物

を屋外に放す ことは、その動物を危険や苦痛

にさらすだけではなく、近隣への迷惑になっ

た り、生態系への悪影響を及ば し、農林水産

業に被害を与えることに もな ります。愛護動

物を遺棄することは禁止 されています。動物

愛護管理法の懲罰規定は、第 44条第 1項で

は、愛護動物をみだ りに殺 した り傷つけた ら、

「2年以下の懲役又は 200万 円以下の罰金に

処せ られ る」 と規定 されています。 また多頭

飼育によって周辺の生活環境が損なわれてい

た り、虐待などがあった りした場合で、勧告

に従わなかった場合なども含 まれ ます 3

お問い合せ先 :TEL 03-3355-7855

FAX 03-3355-7880

公益社団法人 日本愛玩動物協会

JPCAの機関誌 wlth PETs N0 253 1部 1000円

内容は

・ペ ットと法律

。法律の誕生 と歴史

。知っておきたい法律知識

・動物の愛護及び管理に関する法律など

平成 24年 の改正では 「動物の管理」 とい

う面か ら、適切な給餌や給水、健康管理、動

物の種類や習性などを考慮 した環境の確保の

必要性が書かれています= ここに |ま
「5つ の

自由」の精神が込められています
=

5つの 自由

1.飢え 口渇きからの自由

2.不快からの自由

3.苦痛からの自由

4.恐怖・抑圧からの自由

5.自由な行動をとる自由

(JPCAの機関誌 with PE■ NO.253よ り)

これは、動物への配慮についての先進国で

は早 くか ら認められている考え方です。

飼い主に守ってほしい 7カ条

動物愛護管理法では、プ、と動物の共生

社会を実現するため、
~動

物を終生飼養

すること」「周辺に迷惑をかけないで飼

うこと」などを飼い主の責任 として定め

ています。

1.適正飼養 :動物の習性などを正 しく

理解 し、最後まで責任 もって飼 うこと

2.迷惑防止 :危害や迷惑の発生を防止

すること

3.防災 :災害に備えること

4.繁殖制限 :むやみに数を増や したり

繁殖させないこと

5.感染症対策 :動物による感染症の知

識を持つこと

6.逸走の防止 :動物が逃げた り迷子に

ならないようにすること

7.所有者の明示 :所有者を明らかにす

ること
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ペットを看取る

2月 の 日経の夕刊に 「愛犬をみ とる」 とい

う新聞記者の体験記が 5回 に二って掲載 され

た。猫の終末にも参考になるのではと、簡単

にまとめてみましたc

記者 の愛大シ ヴァ (コ ーギー)は 16歳 の

老大。2015年 1月 、散歩 に行 った時、突然

パタ リと倒れ意識 を失い四肢 を硬直 させた。

慌てて抱 き上げ
「
どうしたの、大文夫」 と呼

びかけているうちに快復。その 1週間後に今

度は家の中で同 じ症状が出た。近所のかか り

つけ獣医師に行 くと精密検査が必要 と、高度

医療の動物病院を紹介 された。「肺高血圧症」

とい う心臓から肺に至る血管が細 くなる病気

で 「長 くてあと半年」 と診断 された= しか し

外見上は一応元気。安静にさせてお乃ヽなけれ

ばいけない と云われていたが、家族が帰って

来ると喜んで出迎え、足元を駆け回る。云い

問かせ て:.理 解¬
~る

はずはな く、留守にする

時はケージに入れた。朝 。夕の散歩もゆっく

りではあるが歩いていけた。ある日、急に食

欲がな くなった.ロ ー ス トビー フやチー ズ

ケーキ等、好物 を与え続けた.かか りつけ獣

医と専門獣医の治療、投薬により、一年近 く

生きることができた。最後の半年は認知症に

な り、時 と場所 を選 ばず の粗相や徘徊 にシ

ヴァの世話 に相 当なエネル ギー を強い られ

た。

この病気の医療費は、約 1年で 2つ の病院

に 174回、総額約 130万 円かかった。 シヴァ

には飼 った最初か らペ ッ ト保険 を掛 けてい

た。年齢 と共に保険料は高 くな り、最終年は

7万円であったが、全額 自己負担であった ら

200万 円以上になっていたであろ う。最後に

は、収支ブラスで保険が助けて くれた。

(相模原市 吉田員規子 )

≪お便 り≫

どの猫 ちゃん も問題 な く、術後良好です.

人里離れた山の中に、まるでゴミの様に捨て

られ、悲 しす ぎて涙も枯れはてます。生きよ

うとする生命力 と猫仲間の協力と、防止会の

ご支援の賜物です。私一人では力不足で、限

界があ ります。感謝の気持でいっばいです。

生きたままカラスの餌になった子猫が どれほ

どいたか 。・・c捨てた人間が憎い ||

里親になって くれる人が少ないので、 とり

敢えず小屋に薪 ス トーブ、寝床、運動できる

ように遊び場等 ・々・。いろいろ工夫 しました。

猫仲間と交代で餌や り、掃除をしてお ります。

今年は雪が少なくて助かっていますcいつ迄

続 けられ るかわか りませんが、出来る事をで

きる範囲でがんばるつ もりですじ

(秋 田県 K.E)

いつ もお世話になってお ります.今回は私

の姉のところに通って来るようにな り、つい

に野良か ら家猫に格上げになった猫の手術に

使わせて頂 きま した。アイ コ (猫 の名)は妊

娠 していたのですが、猫エイズを持っていた

ため、子猫が産 まれて もきっと貰い手がつか

ないだろ うとい うことで、苦渋の選択ではあ

りま したが、子猫 は諦 めることに しま した。

母猫は今ではすっか り元気にな り、エサをよ

く食べ、姪 っ子 と一緒に寝ているそ うです。

亡 くなった子猫達の分 も大切に育てると言っ

てお ります。      (福 島県 T.M)
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ご寄 f」のお願い

最近は各地で信 じられないような災害・人災が多発 しています。直接、現場支援に

出向くこともできない私達としては、信頼できる救援資金を委ねる形で、熊本支援に

は神戸の団体に支援金を寄付 しました。 日常的に適正な飼い方を広める活動をすすめ

るためにも、今後 とも一層のご理解 とご支援をよろ しくお願い申し上げます。

郵便振替口座 :00150-6-82305 日本捨猫防止会

現金または切手などを、会宛にご送付 して頂いても結構です。

猫の基金 (H28年 1月 ～ 12月 )

繰 越 50,088円

寄 付 30,500円

手術数 (22匹 )77,450円

利 子   5円
残 金 3,143円

<電話相談件数>177件

会事務所 (58)

止

<事業報告>
お知 らせ No.56発 行

会員、寄付者、協力獣医師、都道府県・

政令市 。中核市の動物行政担当者、動

物愛護センターに送付

会員同志の懇談会を 日本捨猫防止会の

事務所にて開催 (11名 出席 )

「私達の 目標」の冊子を発行

前記 と同じ窓 口に送付

会報 m.70発行 前記 と同じ窓口に送付

27

<事業計画>
・定期刊行物の発行・電話相談受付

・会員の地元での活動支援のために会の備

品やノウハウを提供

・会事務所にパソコンを導入

。今年の懇談会は6月 17日 (土 )正午より

会事務所にて開催 します。

問い合せ

不妊手術希望

紹介状

連絡

冊子注文

飼い方相談

残 された猫

苦情

猫ほしい

大 田 自宅 (119)

35

33

30

9

3

5

2

1

1
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７

　

４

　

０

　

１

　

０

3月

6月

11月

12月

前年発行の 「町会長のための野良猫講座」

の冊子は引続きご注文を頂いています。
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会計報告 (H28年 1月 ～12月 )

収 入 支 出

会費 1,492,000 事業費 1,658,633

寄付 1,466,142 手術補助金 596,036

保証金 40,000 通信費 430.992

雑収入 540,948 保証金返却 86,024

猫の基金 3,143 印刷費 48,512

事務用品費 4,475

維持費(家賃) 516,909

雑費 102,041

小計 3,542,233 小計 3,393,652

前期繰越 4,530,348 次期繰越 4,678,929

合計 8,072,581 合計 8,072,581



重さ約 3 kg

60 cm

25 cm

踏み板 25 cm

エ サ

入日の新聞紙を
鴨

警 饉 豫繭

テープで2カ 所留めます

**懇談会ご案内**
今年の懇談会は6月 17日 (土 )に会の事務

所で行います。短時間でもお立ち寄り下さい。

捕獲器の貸 し出しは火 。木曜の当番のいる

日にお出かけ下されば、ここでお貸 しできま

す。懇談会の当日でも可能です。

大きさは 60 om× 25 om× 25 cmで、重 さは

約 3 kgですので、カバーになる物をご持参下

さい。

≪捕獲器の利用方法≫

奥の板を踏むと自動で扉が閉まる捕獲器です。

扉を開けます。
エサを捕獲器の踏み板より更に奥に置きます。
エサは猫用缶詰めがオススメ。量は缶 1/3位 の少量で OKです。
入口に寄せエサをポツリポツリ2カ 所ほど置くと効果的です。

踏み板が隠れるように、捕獲器の底に新聞紙 1枚 を下図のように敷きます。
敷かないと金網に警戒 して入らない猫がいます。
新聞紙は風で動かないように、捕獲器の入口付近をテープで留めてください。

至 至 品川

北品川二丁目

東
海
道
本
線

桜
並
木
の
土
手

ロ
ー
ソ
ン
●

イトー
ヨーカ堂

JR 東急 大井町駅下車

東口へ出る。す ぐ左の道 を
線路に沿つて品川方面へ

.

駅か ら徒歩 7分 位

至 横浜 至 横浜

ゼームス坂上

日本民謡会館
ゼ
ー
ム
ス
坂

綱
島
タ
イ
ヤ
サ
ー
ビ
ス

大
井
町
駅

山手通 り

第

一
京

浜

〔ポタリング・キャットの資料より〕

環境省と警察庁の名入 りのポスターをA4サ
イズに縮小 し、雨 。風に耐える加工をして

1枚 100円 でお分けしています。

ご希望の方は事務局へどうぞ。

送料 20枚まで (レターパックで 360円 )
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会計報告 (H28年1月 ～12月 )

収 入 支 出

会費 336,000 事業費 235,510

寄付 387,090 手術補助金 206.622

保証金 8,000 通信費 227,838

雑収入 66,602 保証金返却 5,430

印刷費 5,089

事務用品費 2,171

雑費 1,032

小計 797,692 小計 683,722

前期繰越 1,539,853 次期繰越 1,653,823

合計 2,337,545 合計 2,337,545

<事業報告> H28年 1月 ～ 12月

4月  防止会ニュース No.38発 行

会員、寄付者、協力獣医師、県内行政

担当者等に送付 しました.

9月 25日  動物愛護フェアかわさき2016に参加

10月 23日  動物 フェスティバル神奈川 20161n

あやせに参加

11月 3日  横浜市青葉区民まつ りに参加

各会場で行ったアンケー ト調査の結果、

☆猫の妊娠期間は 2カ 月である

☆メス猫は毎年 2～ 3回 、出産す る

このことを知 らない人が多いことが判明。

12月  会報 No.61発 行

会員、寄付者、協力獣医師、県内行政

担当者等に送付 しました。

<電話相談>  (太 田対応)119件
問い合せ    35
不妊手術希望  33
紹介状     30
連絡      9
飼い方相談    7
冊子注文    3
苦情      1
猫ほしい    1

ご 挨  拶

昨年 12月 発行の会報R61でお知 らせいた

しましたように、神奈川捨猫防止会は今年度

より、 日本捨猫防止会 と統合 して活動す るこ

とにな りました.長い間、会の活動にご理解・

ご協力を賜 りま した行政の担当者の方々、獣

医師先生方は じめ、地域での活動にご理解・

ご支援を続けて下 さいま した方々に深 く感謝

申し上げますc今後 とも猫 との共生が滑 らか

に続けられるよう、全国ネ ッ トの 日本捨猫防

止会の一環 として、ご理解 。ご協力を賜 りま

す ようお願い申し上げます。

(太 田まさえ)

一 電話相談の中か ら 一

70歳過 ぎのご夫婦が、15歳の猫 を 1匹飼っ

ているが、テンカンの症状が進んで来て、世

話が大変になっている.20歳 まで生きていた

先代の猫のかか りつけの獣医先生に、「治 る

見込みがないのな ら、注射による安楽死 とい

う考えは如何で しょう」 とお尋ね したところ、

「今はまだできません」 とのお返事だった。そ

うこうしている内に奥様がひ ざを痛めて しま

い、途方に暮れた様子で したが、猫は少 し容

体が治まる日もあるとの連絡があ りました。

「タクシーで連れて行 く距離になるが、私

の方か ら説明申し上げれば、ご理解 して下さ

る獣医先生をご紹介す ることも可能です」 と

お伝 え しました。私 としては、これ までに得

た情報、獣医先生の著書やお話、体験者の言

葉などを参考にしてお伝 えす るしかできませ

んが、人間より寿命が短い動物への接 し方に

ついては、優 しさと厳 しさとが求められ るの

ではないかと思っています。獣医先生 との信

頼関係は医療行為同様、命にとっては大切な

ものだ と思ってお ります。

(太 田まさえ)
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横須賀市における地域猫活動

横須賀市で も平成 27年度 よ り、地域猫活

動支援事業が始ま りま した。横須賀市で、野

良猫にエサをあげている人や野良猫の糞尿で

困っている人などで 2人以上でグループをつ

くり、愛護センターに行って地域猫活動団体

として登録 し、職員 より地域猫活動の説明を

受けます。その地域のどの辺に何匹の猫がい

るなど、地域の地図を見なが ら説明 と打ち合

わせ_それか ら地元の町内会長 さんの所 に

行って、自分たちが だこで地域猫活動を始め

ます とtヽ う報告 と説明をして町会長の承諾を

得た ら愛護セ ンターに報告。す ると、愛護セ

ンターの職員等が地域猫活動 を始めようとし

ている場所に視察に行 きます.そ こで、地域

猫活動 を始めよ うとしているメンバー達 ≦、

エサの与え方や トイ レの設置な どについて話

し合います。その次に、町内会に地域猫活動

を始める旨の回覧板を回 して もらいます。

それが終わった ら、い よい よ猫達を捕獲 し

て愛護センターに連れて行き、センターの職

員 (獣 医)に よって不妊手術が施 され、不妊

手術が終わった印に猫の耳の先にV字カッ ト

を します。翌 日セ ンターに猫 を迎 えに行 き、

元いた場所に放 します。

地域猫 となった猫達は、地域猫活動ボラン

ティアの管理の もと一代限 りの命 を幸せに全

うして もらうことにな ります。

地域猫 として登録 して愛護センターで行わ

れる不妊手術は費用はかか りません.

現在、横須賀市での地域猫活動 を始めたボ

ランティアグループは 15位 あると思います。

今後、横須賀市の地域猫活動にも問題点が出

てくるかもしれ′ませんが、このプロジェク ト

に協力 させてもらっている私 として も、より

良き地域猫活動の実現に取 り組んでいこうと

思います。     (横 須賀市 増井貴子 )

さかりの声

新 しい町に移 り住んで 6カ 月ほど経ったあ

る日。メス猫のさか りの声が高台の家の方か

ら聞こえて来 ました。声を頼 りに近づいてみ

ると、きれいなサバ猫が 2階のベランダの柵

の間か ら上半身を乗 り出 してわめいているの

で した。 自宅か ら離れているし、何 とも仕様

がないと諦めかけま したが、放っておけばそ

のまま治まる訳 もない ことは明 白で したの

で、思い切って手紙で芦掛けをすることに し

ましたc

「会員 さんのお一人 に メール を下 され ば、

何等かの力になれると思 うので」 とい う内容

に しました=その後、この会員 さんの協力 (車

で動物病院へ連れて行ってもらい、不妊手術

を済ませた とのこと)のおかげで、 さか りの

声 も トイ レの悩み もなくなった との連:絡を頂

くことができま したG当 の家族は共働 きなの

で病院に行 くの もままな らずだったよ うで、

見ず知 らずの私の「おせ っかい」も一つのキッ

カケになったようでしたG

(横浜市 〇・M)
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捨猫防止会ホームページ
http://www.sutenekoboushikai.com
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き 絵はがきのご案内 き

会の絵はがきは、阪神淡路大震災の

年に、支援金を募るために会員の作品

を 8枚 1組に作ったのが始 まりで し

た。ここにご紹介するのは、会の創立

50年記念の 1組です。 ご希望の方は

事務局へお申し込み下さい。

1利:[30()円

送料 :1組 92円 、 2組 140円 、

10組まで レターバックで 180円
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