
■ 庭にやって来る野良猫に餌を与えていたら、いつの間にか増えてしまった！
■ 近隣からも苦情が出始めたので、何とかしないと大変！
■ また妊娠しないかと心配でたまらないけど、猫が捕まえられなくて…
■ 餌をやってる人が不特定で対処できないので、町内会でなんとかしたい！

芦屋市がＴＮＲ活動を応援します！
助成金制度がいよいよスタート！

ＴＮＲの実施は下記のような流れで行います

① 電話での相談受付
② 現場を確認・生息数の調査
③ 状況により、捕獲するための準備（餌付け）が必要な場合も
④ 頭数に応じた数の捕獲器を設置して捕獲
⑤ 病院への搬送と手術（手術済みの印として麻酔下で耳先にV字カット）
⑥ 病院からの搬送と元の場所へのリリース

不妊手術を行うと、繁殖制限だけではなく、発情期における鳴き声、メスやテリトリーをめぐるケンカも解消
オスのスプレー行為（尿）による悪臭の軽減という利点もあるようです。

野良猫への避妊・去勢手術をご希望の方、手術するための捕獲と搬送をご希望の方は
お気軽に 芦屋市環境課 TEL.３８−２０５０までご相談下さい。

このような相談が最近数多く寄せられるようになりました。野良猫に関するトラブルが市内のあちこちで増えて
いるようにも思えます。芦屋動物愛護協会では、５年前から独自の基金をもとにしてＴＮＲ活動に取り組んで参
りましたが、毎年１００頭前後に及ぶ野良猫への不妊手術の実績を認められ、今年度より芦屋市からこのＴＮＲ
活動への助成金が交付される運びになりました。

不幸な猫をこれ以上増やさないために避妊・去勢手術を実施し、術後は 1 代限りの命として
地域住民との平和的共生を図っていくのを目標とした活動です。

トラップ　：罠（捕獲器）で捕獲
ニューター：不妊手術を施し
リターン　：元の生活場所に戻す

リリースすること

ＴＮＲ活動とは…

イラスト：「のらねこ学入門」ＨＰより
http://www.geocities.co.jp/AnimalPark-Tama/9073/tnr.html

あしや動物愛護だよりあしや動物愛護だより
芦屋動物愛護協会   Ashiya Sciety for the Prevention of Cruelty to Animals

2009年
（平成21年）

夏

事務局　芦屋市役所経済課内（電話 0797-38-2033)　　http://www.ashiyaanimalsociety.com/　　ashiya_animal@hotmail.com



注：１ユーロ＝約 130 円

池永記代美（ベルリン在住）

活発なペリート君はなんでも壊してしまうので、�ご主
人様に愛想をつかされた　と説明が続く。
目新しい侵入者に対する警戒心で吠えているだけなの
だろうが、�私の耳には、�非情な仕打ちを受けたにもか
かわらず人間の愛情にすがろうと発する悲痛な叫び声
に聞こえる。

残念ながらこのベルリンにも、�犬の飼育を放棄する人
達がいる。そうした犬を収容し新しい飼い主がみつか
るまで世話をしているのが動物愛護協会ベルリン支部
の動物ホーム。虐待されている馬車馬を見てプロイセ
ンのある公務員が１９世紀半ばに設立した反動物虐待
協会を前身にもつこの組織が運営する施設には、�名前
の通り犬に限らず猫、�鳥、�ウサギ、�爬虫類から豚まで、�
あらゆるペットが収容されている。ドイツに住む犬た
ちの悲しい現実にも目をむけるべく、�今回は欧州最大
規模といわれるこの動物ホームを訪ねてみた。

100 年前の施設が手狭になり移転して 2001 年に完成
した新ホームの土地購入から建設までの総費用は約
46 億円。面積 16 ヘクタール、�サッカーグランド 30
個分に相当する広い敷地に各種動物用収容棟（犬用に
は５つのパビリオン）、�ドッグラン用広場、�事務所、�
イベント会場、�動物クリニックなどが機能的に配置さ
れている。約 100 名の職員のうち獣医が９名。 年に
1 万 2 千匹ほどの動物を引き取る施設の運営には１日
1 万ユーロかかるという。公的支援は全く受けず、�資
金のすべては動物愛護協会の会員１万５千人の会費と
寄付でまかなっているという。ちなみに年会費は低収
入割引制度もあり最低 20 ユーロからだ。

冒頭のペリート君と運命を共にする犬は現在約 240 頭。
施設が引き取る犬は毎年 700 から 1000 頭で、�ベルリ
ンで飼われている犬の６〜７％にあたる。飼い主自身
が犬をホームに引き渡しに来る場合と、�路上などに放

置された犬を保健局が保護して連れてくる場合とその
割合は半々だという。まれだが虐待されている犬を保
護することもある。民間機関の同協会には強制権がない
ので警察や保健局との連携プレーとなる。警察や保健局
の獣医には動物保護法や動物飼育法を守らない飼い主
から犬をとりあげる権限が与えられているのだ。

以前は、�休暇中の世話に困るからと夏休み前に犬を施
設に持ち込む人が多かったそうだが、�今は「世話する
時間がない」「引っ越し先に連れていけない」「アレル
ギーの原因」「離婚」といった時代状況を反映する理
由が上位を占めている。中には「買ったけど気に入ら
ない」「思ったより費用がかかる」といったあまりに
も無責任な人もいる　とホーム広報担当のケーニッヒ
さんは頭をかかえている。

ホームの目標はすべての犬に新しい飼い主を見つける
ことだが、�果たしてそれは可能なのか？ホームでの生
活とそれからの運命については次回にご紹介したい。

名　前：ペリート
誕生日：2008 年 7月頃
種　類：スタッフォードシャー系雑種
性　別：雄（去勢手術済み）

扉をあけて建物に足を踏み入れた途端、�
激しく吠え立てる中型犬。

ドイツ・犬物語⑤

 「ベルリン動物ホーム訪問記」

〜今後日本の犬社会が目指すものは？〜

新しい飼い主との
出会いを待つ犬

写真提供：Tierheim Berlin

写真提供：Tierheim Berlin

第5弾！
好評連載 

動物ホームの
入り口



みなさん　「犬・猫ともだちの店」をご存じですか？
芦屋市動物愛護協会では、今年の3月と6月にバザーを
開催しました。場所は、とっても個性的な建物ながら、
周囲の景観にとけこんでいるお洒落でステキなマンショ
ン「精道アパート」。東側の公道に面した二部屋のうちの
一つは倉庫兼スタッフオフィスとして、もう一つはちょっ
とおしゃれな雑貨屋さん風店舗として臨時にお借りしま
した。それが私達の「犬・猫ともだちの店」です。

バザーの収益は、すべて市内の動物愛護活動（野良猫
への不妊手術費用や保護動物の譲渡までの養育費・医
療費）�のために役立てられます。バザー用品集め、運
搬、整理、値段付け、広報、店舗の準備、陳列、販売、
後片付け etc �. 仕事は山のようにありますが、お手伝
いを名乗り出てくれた協会メンバーによって、テキパ
キと進められて行きます。

3月１４日（土）�最初の「犬・猫ともだちの店」開店日は、
朝からあいにくの雨。人出が少ないのでは・・・と心
配しましたが開店前から沢山のお客様が並んでくださ
り、ちょっとびっくりするやらうれしいやら !(^^)!　

二日目には、店の前に動物の着ぐるみを着てバザーの
宣伝をするスタッフのお姉さん（元お姉さん？）�も登
場してビックリ！�興味を持った子供達や通りがかりの
方がお店に立ち寄ってくださいました。

とても嬉しかったのは、お店に来られた方の悩みの相
談「野良猫のお母さんが家の庭に子猫を連れてやって
来るのですがどうしたらいいですか？」とか「犬のし
つけがうまくできずに困っているのですが・・」といっ
た質問に対してアドバイスができたことです。里親探
しのお手伝いやしつけ方教室を開いていることもお伝
えしました。
3月の「犬・猫ともだちの店」は、まだまだ寒さの残
る中での開店となりましたが、たくさんの方がお店を
訪れてくださりみんなで楽しく多くの収益をあげるこ
とができました。

その大成功にすっかり気を良くしたスタッフ一同は、
６月１３日（土）�１４日（日）�にも開店しこれもまた
初回を上回る成果をあげ
ることができました。ご協
力くださった皆さま、本当
にありがとうございました。

これからも年に何度か開店
して、動物愛護活動のため
の資金を集め、また犬や猫
の飼い主さんや市民の方々
の情報交換の場となればい
いなあと考えています。

「犬・猫ともだちの店」の開催予定は広報あしやや広報掲示
板、協会のＨＰ�などでもお知らせ致します。皆さんお誘い
合わせのうえ多数ご来店下さいね！�お待ちしております。

▲ 商品が沢山の集まったので、お店の外の通路も使ってディ
スプレイしたペット用品の数々。 �激安の掘り出し物は見
つかったでしょうか？

収入 256,198円 収入 311,450円支出 57,699円 支出 68,088円

差引基金算入額　198,499円 差引基金算入額　243,362円

売　　　上　231,010
寄　付　金　 � �17,000
会場募金箱　 � � � �5,500
寄贈募金箱　 � � � �2,688

売　　　上　283,950
寄　付　金　 � �23,000
会場募金箱　 � � � �4,500

消　耗　品　15,656
会場使用料　10,000
仕　　　入　15,087
スタッフ昼食代　16,956

消　耗　品　12,236
会場使用料　20,000
仕　　　入　18,895
スタッフ昼食代　16,957

内
訳

内
訳

内
訳

内
訳

3/14・15 （参加スタッフのべ 34 名） 6/13・14 （参加スタッフのべ 36 名）

「犬・猫ともだちの店」へいらっしゃ〜い！

手作り看板制作：キラキラ工房
http://kira-akari.com/

バザーの会計報告



動物愛護基金の決算及び活動報告
平成 20 年 4 月 1 日〜平成 21 年 3 月 31 日

損益計算書

収入

経費 猫不妊手術助成金

猫不妊手術費

犬不妊手術費

保護動物医療費

保護動物飼養費

里親譲渡諸経費

猫捕獲諸経費

バザー経費

雑費

バザー売上金

寄付金

募金箱

収入金額合計

経費合計

差引金額

前期の未払金・借入金清算額
翌期繰越額

4 名に助成

15 匹分　協会全額負担

7 匹分　協会全額負担

治療費、ワクチン代、駆虫薬他

餌、シャンプー、ペットホテル代他

通信費、譲渡時の交通費他

仕掛餌代、病院搬送交通費他

出店料、交通費、消耗品他

振込手数料、礼状発送費他

←単年度収支は黒字です

5 月・10 月・3 月　３回開催

30,250

101,250

72,660

162,503

181,501

54,634

44,500

103,458

10,400

613,060

285,000

35,081

933,141

761,156

171,985

168,729
3,256

※ 飼主事情による協会預り犬の飼養費残高

単位：円

1）平成２０年度決算報告

当協会の活動のうち、動物の保護に係わる費用捻出を目的に 2004 年（平成 16 年）設立したもので、年に数回
開催するバザーの売上金と寄付金を資金源にしています。この基金は、野良猫に対する不妊手術費用と、保護動
物（犬猫）の譲渡に至るまでの経費（養育費医療費・輸送費 他）に限定して使用しており、年度末に余剰金が
出た場合には翌年度に繰越し、目的外の活動や会の運営費として使用する事はありません。 

動物愛護基金とは

貸借対照表

負債・資本合計

資本の部合計

資産合計

負債の部合計

借入金

未払金

飼養費預り金※

0

0

9,792

現金

預金

未収入金

13,048

0

0

【負債の部】【資産の部】

前期繰越金

当期余剰金

−168,729

171,985

【資金の部】

13,048

3,256

13,048

9,792

単位：円



年　度 月　日 場　所 売上金額

平成 20年 5月18日 芦屋市総合公園（春の園遊会） 171,855

10月12日 精道小学校（あしや秋まつり） 210,195

平成 21年 3月14・15日 精道アパート（単独開催） 231,010

バザー売上計 613,060

2）平成２０年度活動報告

捕獲した猫の総数　　８９匹　　成猫：８２匹、仔猫：７匹
捕獲の依頼件数　　　２９件　　会員：４名、非会員：１７名
捕獲した場所　　　　２７ヶ所　芦屋市内：２７ヶ所 、市外：無し
捕獲依頼及び助成金申請の窓口　協会担当者：１８件、市役所経由：１１件

・猫 ２１匹（成猫：２匹／仔猫：１９匹）  ・犬　８匹（成犬：８匹）

平成 21 年 5 月末現在の状況
★引き続き里親募集中の犬（ボランティアさん宅にて飼養中）１匹 （大型雑種♀）
★２１年度里親募集中の猫（ボランティアさん宅にて飼養中）１０匹 （乳呑児３匹 / ２ヶ月７匹）

寄付金をお寄せ下さった皆さまに厚く御礼申し上げます。バザーの際には、多くの方より 物品をご提供頂き、本当にあ
りがとうございました。また、保護動物への餌や飼養用品等のご提供もあり、とても助かりました。心より感謝いたし
ております。どうか、本年度も引き続きご協力賜りますよう 宜しくお願いいたします。

　１）野良猫の捕獲について

　２）新しい飼い主が見つかった譲渡動物について

　３）バザーの実施について

　４）お礼とお願い

開催日：１０月１１日（日）　あしや秋まつり　　　提供品の受入期間：９月２５日（火）〜１０月５日（金）
食器・タオル・洗剤等の贈答品・日用雑貨・衣類・服飾品（秋冬物限定！）などでなるべく新品／未使用／
それに準ずるものでお願いします　（注意：食品・電化製品は規定により販売できません）

● 協会事務局にお届け下さる場合⇒市役所（南館Ｂ１）経済課内　市役所開庁時間内でお願いします
● 上記に届けられない場合⇒事務局３８−２０３３（市役所経済課）までご連絡下さい
● 宅配便等で送って下さる場合⇒大変申し訳ございませんが送料はご負担下さい

送付先　　〒 659-8501 芦屋市精道町７−６ 　芦屋市役所経済課内　芦屋動物愛護協会事務局

寄付金受領リスト（平成２０年１２月〜平成２１年６月分）

バザー（販売）品提供のお願い

年	 月	 金額	 町名	 お名前	
20 12 10,000 浜芦屋町 Ｓ様 
 12 5,000 翠ヶ丘町 Ｓ様
 12 20,000 奥池町 Ｋ様
21 1 5,000 西宮市 Ｎ様 
 3 10,000 大原町 Ｓ様
 3 2,000 浜風町 Ｈ様 
 3 5,000 前田町 Ｆ様

 月	 金額	 町名	 お名前	
 4 5,000 春日町 Ｎ様 
 4 15,000 大東町 Ｍ様
 5 2,000 東芦屋町 Ｆ様
 5 10,000 緑町 Ｓ様 
 5 4,000 新浜町 Ｙ様
 5 5,000 山手町 Ｒ様 
 5 10,000 精道町 Ｉ様

 月	 金額	 町名	 お名前	
 6 10,000 奥池町 Ｋ様 
 6 5,000 松原市 Ｋ様
 6 10,000 浜町 Ｈ様
 6 3,000 松ノ内町 Ｓ様 
 6 20,000 竹園町 Ｈ様
 6 5,000 西蔵町 Ｔ様

合計  161,000

単位：円



わたしの本棚 〜猫の話・犬の話・動物の話〜

本を読むのが好きです。人間が主人公の話でも、出てくるペットや動物が魅力的な本は沢山ありますよね。
そういう本の中から、私のお気に入りを３冊ご紹介します。

冷凍睡眠と時間旅行を扱ったＳＦの名作。でも、ＳＦの部分は気にしないで。この本が大好きで
何度も読んでいる私もその辺の筋はろくに覚えていないですから（笑）
この本は出だしの２〜３ページが素晴らしい。主人公が牡の飼猫ピートについて語っている部分で
す。読めば、どうして「夏への扉」という題名なのかも分かります。猫好きさんならきっと納得で
すよ。親友と恋人に裏切られた主人公。でも、猫のピートだけは絶対に失いたくない、どんな事を
しても取り戻したいと願い、時間旅行までも試みる。だって猫は裏切らないですものね。裏切るの
は大概人間の方だもの。

東京下町にあるアカシア商店街。そこで起こったちょっぴり不思議な出来事を綴った短編集。
お薦めは「ひかり猫」。
昭和４５年。アカシア商店街近くの木造アパートで貧しい日々を送っていた、漫画家志望の「私」
が出会った「猫」の話。切ない物語。
この話を読んだ後は、空地や路地で見かける “ ふてぶてしい顔をした野良猫 ” を見る眼が変わって
しまうかも知れませんよ。

恋愛小説です。でも、読んでいて気恥ずかしくなるような甘い物語ではなく、喪失を、失ってもな
お心に残るものを描いた物語。
主人公の「僕」が浪人時代に拾ってきて飼い始めた雑種犬ブック。進学し就職し恋人も出来た「僕」
に母親から電話があった。ブックが死にそうだと。「僕」は彼女の勧めに従い、バイクが好きだっ
たブックの為にバイクで実家へと向かった。ブックは持ち直し、３年後静かに息を引き取った。「僕」
はブックの亡骸をバイクで運び埋葬する。けれど「彼女」はもう僕の傍にはいない。
主人公が愛犬を埋葬する場面では（埋葬場所は問題ありだと思ったけど）幾度ものペットとの別れ
が思い出され、涙がこぼれました。ブックは幸せな一生だったよね。

【夏への扉】　ロバート・Ａ・ハインライン　（ハヤカワ文庫）

【かたみ歌】　朱川湊人　（新潮社）

【１００回泣くこと】　中村航　（小学館）

【紹介者サトちゃん】

第一弾



■無理に犬の口からおもちゃを引き出そうとしないこと。犬はくわえている物を奪われそうになると、取られまいとかえって顎に
力を入れます。ゆっくり声をかけながらフードをあげる等の工夫をして、まず犬に「くわえている物を渡したらとても褒められ
るしご褒美ももらえるので楽しい♪」と覚えさせて「出せ」を教えます

■犬に遊びのルールが理解できてきたら、「オスワリ」　「フセ」　「マテ」　等の色々な号令を混ぜてコマンドの高度なバリエ
ーションを加えながら、楽しく遊べるようになります

犬がくわえやすい大きさのおもちゃ（ひも付きのものがお勧め）を用意して
興味を持つまで遊ぶ。ひも付きのボールやおもちゃでひっぱりっこをする等
犬に「コレが欲しい」と思わせるのがポイント

1

2
3

4
5

遊びながら犬がおもちゃをくわえたら「持って」と号令をかけることを
繰り返して、「持って」のコマンドを教える

おもちゃを追いかけて行って、くわえたら「持って」・「来い」（オイデ）と声をかけてしっかり呼び戻す

戻ってきたらたくさん褒めて、優しくおもちゃに手をかけて「出せ」（ハナセ）と
声をかけおもちゃを口から離させる

そのおもちゃを放り投げる　　最初は短い距離から！
「持って来い遊び」のルールをまだ知らない犬は、ボールを追いかけているうちに興奮。ボールを相手に一人遊びを始め
「大事なボールを渡すなんて嫌だ！取られたらつまらない」と思い、飼い主に渡さず追いかけてもらう方が楽しくなって
逃げ回るパターンにもなりやすいので要注意！

「オイデ」ができるようになったら、持来のお遊び「持って来い」を教えてみましょう。

お留守番中のペットは大丈夫？
風通しが良いように窓を開けて出掛けましょう。日が当たっていなくても、部屋の温度は閉め切っていると急上昇しま
す。換気の良い部屋で、室内を自由に移動できいつでも水が飲めるような状態にしてやりましょう。防犯上窓を開けら
れない場合には、ゆるめにクーラーをつけた状態で出掛けましょう。
（留守中に停電する可能性もあるので要注意！）

言うまでもありませんが、炎天下の車内でのお留守番は短時間でも危険です。夏場に旅行に連れて行く時は、熱中病に
ならないような準備と心遣いが必要になってきます。万が一何かのトラブルが起こった時には、慌てないで冷静に対処
しましょう。

①短鼻種（パグやブル系）＝体型的に呼吸による体温調整が難しい構造になっています
②小型犬や体高の低い犬＝地面に近いこと／体温が上がりやすい／水分が足りなくなりがち
③黒い犬＝熱がこもりがちなので、白っぽい小型犬より黒い大型犬の方が熱中病になりやすい

次の犬種には、特に注意が必要です。

■パットのやけど　
注意したいのは日中のアスファルト。夏場は
午前中でも路面温度は急上昇。特に真夏日に
は日が落ちてからも路面温度はなかなか下が
らず、夕方の時間帯になっても、体高の低い
犬にはまだまだ危険です！
散歩に行く前には、地面の温度が下がってる
ことを手で触って確認しましょう。

■熱中症
【症　状】呼吸が激しくなる／よだれを大量に流す。
そのまま放置すると⇒体温の上昇／脈拍の乱れ／けいれん／ぐったり
するなどの症状に
【対処法】まず体を冷やすこと（水にぬらしたタオルをかけるなどの
方法で体を冷やすことが先決！）但し、無理に水を飲ませようとする
と、誤嚥の恐れがあるので要注意です。取り急ぎ体を冷やしながら
動物病院へ連れて行きましょう。

暑さが苦手な犬にとって、夏場は私達人間よりももっともっと辛い季節。
健康管理には充分注意して、この季節を乗り切りましょう。

犬 の 熱 中 症 に 要 注 意 ！

名 犬 育 成 講 座  11「持って来い」～パートナードッグクラブしつけ方教室より～　



■ 長年にわたり当協会の広報委員長を務め、この会報誌の発行にも非常に熱心に活動されていた福田純治さん（元読売新聞社阪
神支局の記者で、芦屋通信部として４０年間大活躍！）がこの度広報委員長の座を退くこととなりました。福田さんには、長い間
大変お世話になり本当にありがとうございました！委員長は辞められても、今まで同様に広報委員としての活動は続けて頂けると
のこと。広報委員一同大いに頼りにしております。今後ともどうぞよろしくお願い致します。（Ｔ）

■ 1/13 新年互礼会
平成２１年度の新年互礼会は、「ホテル竹園芦屋」で開かれました。山中
健市長や山田美智子県議も参加し、長年共に暮らしているペットの楽しい
逸話を紹介し合ったり皆で思い出話に花を咲かせなごやかに歓談。楽しい
ひとときを過ごしました。

■ 3/28 芦屋川クリーン作戦
午前１０時から約２時間にわたって、芦屋川の清掃活動を行いました。好天
に恵まれたこの日、会員や一般市民ら約３０人が、市民センター前と開森橋
前の２班に分かれて集合。参加者全員がそれぞれに配られたビニール袋と火バサミを持ち、芦屋川の河川敷や川沿いの歩
道、車道などに落ちているゴミを拾って汗を流しました。芦屋川の下流近くでは、犬のフンをわざわざまとめて捨て置い
たようなものまで見つかり、マナーの悪い飼い主の存在を目の当たりにし、腹立たしく悲しい気持ちになりました。 

■ 5/28 総会
市役所北館２階 会議室にて行われ、役員改選、会計報告、
事業報告などが承認されました。
会員の方はお手元の総会資料でご確認ください。

■ 犬のしつけ方１日教室（13:00〜15:00）
1/27　商工会館 会議室
2/26　商工会館 会議室
3/23　芦屋市総合公園

■ 動物慰霊祭
９月２５日（金）１０時３０分〜
芦屋市霊園内 動物塚前

■ 犬のしつけ方１日教室（予定が変更になる場合もあります）

　９月２８日（月）　奥池町 芝生広場
１０月２７日（火）　仲ノ池緑地（岩園町）　　
１１月２５日（水）　商工会館会議室（公光町）
１２月はお休みです！

■ 動物愛護基金バザー
１０月１１日（日）　１０時〜４時
あしや秋まつり会場（精道小学校）

１月２８日（木）　商工会館会議室（公光町）
２月２２日（月）　商工会館会議室（公光町）
３月２４日（水）　中央公園（若葉町）

■バスツアー（春に開催予定だったのが新型インフルエンザの影響で中止になったため）

１１月１１日（水） ９時３０分〜１６時３０分
神戸花鳥園⇒人と防災未来センター⇒兵庫県警察本部（通信司令室・交通管制センター・その他の見学コース）

【参加料】  会員  ５，０００円　会員外  ５，５００円（昼食付）　【定員】  ２５名（定員になり次第締め切ります。）
１０月１日（木）から  電話で申し込みを受け付けます。　【芦屋動物愛護協会 事務局（経済課内）　TEL ０７９７−３８−２０３３】

行事報告（１月〜６月）

これからの行事予定

編集後記

総会

犬のしつけ方 1 日教室

4/22　朝日ヶ丘公園
5/26　海浜公園 
6/25　商工会館 会議室


