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冬
会員の方から芦屋の里山保全についての問いかけがありました。芦屋にも一

昔前（昭和 35 年～昭和 40 年）は豊かな自然が残っていました。岩園天神

社周辺や現在、朝日ヶ丘町になっている芦屋神社から北側には谷間があり、

水車が回り、その流れに沿ってクヌギの林を主体とする雑木林が繁っていまし

た。クヌギの幹から出る樹液にはカブトムシやノコギリクワガタ、ミヤマクワガタ、

カナブン、スズメバチまで群れ、子供たちは夏休みの早朝から出かけた「虫取り」場のメッカでした。

いわゆる「里山」といわれる自然があふれていました。それが芦屋市も例外なく列島改造の波の中

で現在のような都市部に変貌しました。それは時代の流れとしてやむを得ない面もあったでしょう。

そのおかげで今の豊かな暮らしが保証されているのですから。

一方でこの自然改変で多くの生き物たち（植物や動物）が芦屋市から消えていったのも事実です。

とりわけ「里山」と呼ばれる自然は、世界でもまれに見る日本独特の人と自然が一つの生態系で結

ばれた極めて調和した自然でした。雑木林の周辺に開拓された畑や田んぼには、雑木林が作り出

す落ち葉で作られた堆肥が使われ、作物の成長を促進しました。一方、雑木林の側は薪炭用に

間伐され、また下草や落ち葉が適当に採取されることによって光が良く入り成長が保証されました。

このように人と自然（この場合、雑木林）が独特の繋がりで作り出されたのが「里山」です。人と

自然の「共存」「共生」の典型とも言えるでしょう。したがって「里山」は普通の山林や草原など

の自然と「適応」してきた里山特有の動植物が一つの生態系として結びついてきた場所なのです。

したがって一度失われてしまうと復活が至難な自然といえましょう。いうなれば「里山」は絶えず人

が一定の限度で手を加え続けなければ成り立たない自然なのです。もちろん「里山」周辺の自然と

も深く繋がり、そこから新しい命を絶えず抱え込みながら発展してきたことは当然です。昔話によく

出てくるキツネやタヌキなど人と親しみあ

る動物たちは里山の動物たちといえるで

しょう。芦屋でよく問題にされるイノシシは、

「里山」から一歩外側の動物です。

さて「里山」保全問題ですが、極めて

難しい課題ですが、やはり今残っている

芦屋の里山的自然（岩園町、六麓荘、

元市立芦屋高校から霊園付近など）を

もうこれ以上開発せず、大切に残すこと。

また、保全には、状況を見てある程度

人が手を加えてやること（間伐や下草刈

りなど）が必要と考えます。今の自然を

これ以上貧しくしないこと、それをどう保

証していくかが問題です。
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こす疝痛という腹痛症状で、馬糞が出なく

なり大事に至れば命にかかわることもある

病気。競馬場の獣医先生に往診していただ

き、治療していただくも完治せず。「あま

り良くない、危ない、今夜が勝負、状況を

見よう」との判断が出されました。その夜は、仮設馬小

屋の朝月の前で三月の夜空を眺めながらの徹夜の看病で

した。夜が明けたよく３月１４日朝、朝月の様子に変化

があり、ようやく馬糞を出しました。馬というのは、そ

れまで死ぬかもしれぬと心配をかけるのですが、いった

ん馬糞が出ると、それまでのことが無かったように急激

に元気になります。よかった、よかったとよろこんでふ

と我に返ると、その日３月１４日は私の２０歳の誕生日

でした。

 

　病気完治後の初競技会では、朝月は頑張りました。すべて

の障害コースを無過失の満点でゴールし、最高の成績で競技

馬としてのスタートをすることが出来ました。

　早春の夜空の下で愛馬の看病をしながらの誕生日、快復の

喜びに合わせて、競技会での最高の成績。記念すべき２０歳

の誕生日プレゼントは私にとって競技パートナーの愛馬・朝

月からの最高のものでした。その後１年間、関西学生大会、

全日本学生大会と常にパートナーは頑張る朝月でした。

 　それから５０年いまも乗馬を続けていますが、どの

愛馬も私に“元気”と“やる気”と“夢”を与えてく

れました。

　今パートナーの愛馬は Vega（ヴィーガ＝織姫星）。

馬の世界では額の白い模様を星とよびますが、Vega の

額には大きな白い星。星に願いを！というわけで、こ

れからも、“元気・やる気・夢“を追い続けて頑張る馬

と一緒に老後の乗馬を楽しみ、馬を愛し続けたいと思っ

ています。

河瀬　浩　西宮市在住

朝月　全日本学生大会

朝月　全日本学生大会　東京馬事公苑
現在の愛馬ヴィーガと



第二弾！楽しいランチ編
 

ワ ン コ と 一 緒 に

na n a  c a f é
ここはドッグカフェでなく人間用のお店で、アタチた

ちの入れるテラス席は小スペース。でも、天井から床

まで窓で、そこからお店の前の広い歩道と桜並木が見

えてとっても気持ちのいい席なの。お店の人が、アタ

チたちに、お水をくれて嬉しかった♪

入る時にちらっとお店の中が見えたけど、小粋な外観

にぴったりなおしゃれなお客様で賑わっていたよ。

お食事も、スウィーツも、飲み物も、とても美味しく

てこれだけのお味のレストランに犬も一緒に入れるの

はほんとに嬉しい事なんだからお行儀よくね！ってお

母しゃんに言われました。一緒に行った居候わんこは、

すっかりくつろいで眠っちゃったよ。この席は犬だけ

でなく、猫ちゃんやフェレットも来るんだって♪

店名

住所

電話番号

営業時間と定休日

駐車場

テーブル席数

主なメユーと価格

フックなどの設備の有無

ナンナカフェ

芦屋市西芦屋町 3-22　タウンハウス１F

Tel&Fax 0797-23-4887

毎週水曜日　 10：00am～　 ラストオーダー 19：00ｐｍ

６台（お店の北側に２台、南側スロープから降りる地下にある４台は、スタッフに問い合わせて）

http://nannacafe.fc2web.com/photo6.html

わんこやにゃんこは冷暖房完備のテラスの２席のみ

http://nannacafe.fc2web.com/menu_food.html

フックあり　わんこ用にお水を出してくれます♪

特派員：リディア



お 出 か け し よ う！

ギャラリーズ・カフェ・アンダンテ

ここは平田町にあるマンションの１Ｆにお店があ
るんだよ。カフェの中は広くゆっくりと寛ぐ事が
出来るんだ。知る人ぞ知る、隠れた「ドッグ・カ
フェ」だとママ達は言ってます。ワンちゃんのメ
ニューは無いけれど、ボクたちの健康に問題のな
い「ダイエットドッグフード」を置いてくれてい
るんだよ。ワンちゃんのおやつの持ち込みもオー
ケー。お店の中には、素晴らしい絵画など飾って
いるので、まるで美術館にいるような雰囲気が味
わえるとママは言っています。

ママたちのメニューは、ブレンドコーヒー、カ
フェ・オ・レ、アメリカンコーヒー、ティー、ティー・
オ・レ、ココア、ミルク、本日のジュースなど５
００円～６００円で飲めるよ。またランチとして、
タイカレーセット（グリーンカレー）、ピラフセッ
ト、トースト、ホットサンドセットなどがあり、
ボクのママは、本場タイのコックさんが作ったタ
イカレーがお気に入りなんだ。

ボクはママが用意するダイエットドッグフード
は、不味くて大っ嫌いで食べないの。でもここア
ンダンテで食べると、美味しく食べられるから、
そのドッグフードを持参で毎日アンダンテで食べ
るので、常連客だと笑われています。

店名

住所

電話番号

営業時間と定休日

駐車場

主なメユーと価格

犬用メニューの有無

その他　気づいたこと

ギャラリーズ・カフェ・アンダンテ

芦屋市平田町 5-8　芦屋サンプラザ 1F

0797-34-2671

定休日：水曜日　　11：00am～ 6：00pm

２台

コーヒー、カフェ・オ・レ、ティー、ココア、本日のジュースなど
５００円～６００円
ランチ／タイカレーセット（グリーンカレー）、ピラフセット、
トースト、ホットサンドセットなど

特になし

犬用のおやつ持込OK

ボクが毎日立ち寄っている、芦屋川沿いに佇む閑静な

ドッグカフェを紹介します。

アンダンテは個展、作品展など
にお貸しすることもできます。
皆様も展示会などにご利用され
ればいかがでしょうか？

特派員：ダロス



ニューヨークで多くのわんこ達の生活を見て、気ままなわんこが居な

いのに驚きを感じました。

エレベーターに乗っても、６匹くらい同時に連れているドッグシッターさ

んと共に、わんこはお利口にきっちりと座っています。吠えたり唸った

りチョロチョロしたりしていません。ドアが開いてもどの犬もお座り状態

です。ドッグシッターさんが「Go」と声をかけるとわんこ達は、静か

に立ち上がってエレベーターを降ります。

６匹の犬は、それぞれに飼い主も違いますし犬種も違います。それ

は幼い時からきっちりと躾の教室に通って訓練をしているからです。

自由奔放に甘やかせて育てていません。もちろん可愛がる時は、思

いっきり可愛がっています。

娘のところも犬を飼っています。生後３ヶ月位の頃の子犬でやんちゃ

な時、隣近所の方々から「犬は躾をする幼稚園に入れるべきよ」と

犬の躾の大切さを聞かされて、ここの幼稚園はこういう利点がある、

こっちの幼稚園はこういう利点がある、あそこの幼稚園は良くない、

と沢山の情報を提供され、幼稚園の見学にも連れて行って下さった

そうです。町内あげて犬の躾にアドバイスをする協力体制があるそう

です。

その犬の幼稚園に私も迎えに行って見ました。誰かが迎えに来ると

犬達はドアに向かって静かに待ちます。じ～っとトレーナーの顔を見

ています。トレーナーさんが「ジョン！」と呼べば、ジョンだけがドアに

近づいて来ます。他の犬は動きません。「次、ヨーダ！」と言うと娘の

犬ヨーダがドアから出て来ます。そういう風に躾がされているのです。

十数匹の犬を同時に座らせて、名前を呼んだ順にトレーナーのところ

に来るという訓練をしており、名前を呼ばれていないのに間違って動

く犬がいたら、何度でもやり直しをさせるそうです。

でも、決して叱らず根気よく褒めることに徹しているとのこと。

犬の学校では、芸は教えません。徹底して躾だけです。後は運動

とプールの授業があります。

泳げない犬に補習授業があって、娘の家のシェパードも泳げないの

で補習授業を受けていました。

ＮＹマンハッタンを歩いていても、犬が足をあげてあちらこちらにオシッ

コをかけている姿も見ません。オシッコは自宅かドッグランで済ませま

す。人間と共に生活していく上で、きっちりと迷惑をかけない躾が出

来ているのです。だから、どこのレストランでも、どこのお店でも犬が

入れるのでしょうね。人間と犬が共存共栄するには、それなりの育て

方を誰もが同じ考えで行うことの大切さを見て感じることが出来まし

た。日本でも見習って、もっともっと犬と人間が共存出来る場所を広

めて行きたいと願うばかりです。
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ニューヨークのドッグラン

マンハッタン散歩中
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犬の幼稚園



　１年ほど前から、子どもたちも少しずつ手がかからなくなり、
そろそろ犬を飼えるかなぁ、と家族で話し、ペットショップを
のぞきに行く回数が増えていました。ところが、何度も通う
のですが、、、お店に売っている子犬たちはどの子もみんな
かわいい！ どうやって一匹に絞ればいいのか、わからなくなっ
ていました。
　そんな時、ご近所さんが動物愛護協会で保護された犬
の預かりボランティアをされていることを知り、これこそご縁の
ある子に出会えるかもしれない！と思い、「良い子がいたら教
えてください」とお伝えしておりました。
　そして半年ほど経ったある日、ボランティアさんが連れて
いた「アスラン」と目があった私は、ズキューーーーン
（*^_^*）とハートをわしづかみにされました。話しかけると、
私の目をじーっと見つめ返して尻尾を振ってきてくれるので
す。ボランティアさんも、まだ小学生がいる我が家にはピッタ
リの「しつけもちゃんとできているいい子だよ」とオススメして
くださいました。
　我が家でのお見合いの日には、大喜びで少々興奮気味
のアスランでしたが、我が家の状況も愛護協会の方にご確
認いただき、晴れて飼い主となれました。それからの楽しい

アスランとの毎日。子ど
もたちも、家に帰るとま
ず「アスラ～ン！」と叫び
ます。思春期に入った
中学生の長女は、犬の
話題をしているときだけ
は終始ご機嫌。休日の
アスランのお世話に責任感が出てきました。アスランは小３の
次女のことを完全に同等と思っているようで、よく遊んだり喧嘩
したり。でも、次女が熱を出した日にはずっとそばに寄り添っ
てくれていました。小１の末っ子には、何をされても一切怒らず、
何でも大目に見ている感じです。たまにやってくる実家の父の
最近の手土産は、孫へのオヤツから、犬へのオヤツにとって
代わり、父が来るとそばから離れません。そして子どもの頃
から大型犬しか縁がなかった主人は、当初、小型のアスラン
を飼うことに消極的でしたが、今ではその賢さとかわいさにメ
ロメロです )^o^(　

　すでに８歳のアスラン。シニアの仲
間入りをしているので、目や耳のこと
で動物病院に通うこともしばしばです
が、できるだけのことはしてやりたいと
思います。あと何年一緒にいられる
かはわかりませんが、一日でも長く私
たち家族の一員としてのんびり楽しく
過ごしてくれればと思っています。こ

んなに素敵なご縁をいただき、ほんとうに感謝の気持ちでいっ
ぱいです。と同時に、是非ひとりでも多くの方に、動物を飼
うのは、ペットショップから買うだけでなく、「譲渡」という方
法もあるということを知っていただきたいと実感しています。
ただ 1 点だけ後悔。前の飼い主さんがつけた「アスラン」
というカッコイイ名前なので、引き続きそう呼んでいるのです
が・・・難しくて、よその方に覚えてもらいづらい～！( 笑 )

新しい家族
が決まりま

した

新しい家族
が決まりま

した
里 親

通 信

里 親

通 信

アスランとの
　素敵な出合い

松浜町　　坂本ファミリー

【平成２７年度　動物慰霊祭】
日　時：平成２７年９月２４日（木）　午前１０時３０分～　　雨
場　所：芦屋市霊園　霊園事務所２階会議室（納骨は式後　納骨申込者家族のみにて実施）

参加者：４０名（会員／ 17 名　一般／ 22 名　神戸新聞記者／ 1名）
納　骨：１１家族（会員／4　一般／7）　２０遺骨（犬／11　猫／8）
御供金：１２名様より　40,000 円（別途寄付金　１名様より　１万円）
経　費：52,901 円（案内ハガキ代／ 16,120　御供品／ 31,781　霊園協　
　　　力会謝礼／ 5,000）

【平成２７年度　秋季動物愛護基金バザー】
日　時：平成２７年１１月１４日（土）雨・１５日（日）曇晴
場　所：ギャラリー安並（打出小槌町　会員 安並様所有）
売　上：４０４，６８５円
募　金：１７，１０１円
寄付金：２９，０００円
経　費：１０５，８８３円　11/30 まで集計分
　　　　（案内ハガキ他／ 17,770　会場代／ 30,000　仕入／ 10,000　
　　　　消耗品他／ 5,335　スタッフ昼食他／ 42,778）

行 事 報 告



芦屋動物愛護協会   Ashiya Sciety for the Prevention of Cruelty to Animals
事務局：芦屋市役所経済課内　電話：0797-38-2033   Web：http://www.ashiyaanimalsociety.com/
Mail：ashiya_animal@hotmail.com

譲渡までにかかる費用

平成27年5月～平成27年11月
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。
どうか、今後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。合計 339,000円 

入会案内と寄付の受付

寄付金

平成 24 年度に改訂いたしました。一律を改め、1,000 円／一口より受付しています。口数はお気持ちでお納めください。
出来れば二口 (2,000 円）をお納めくださいますと、新規事業にも着手しやすくなります。ご協力宜しくお願い致します。

不幸な猫をこれ以上増やさず、地域での猫のトラブルを解
消していく方策の１つとして当協会が行っている飼い主の
いない猫（野良猫）に不妊手術を実施する「TNR 活動」
に対して、芦屋市では、平成２１年度から１００万円の助
成金を交付しており、当協会では毎年 120 頭～150 頭の
TNR を実施しています。

以前に比べ、市内の野良猫の数は確実に減少しているように思います。でも、油断は大敵！無責任に餌を与え
続けていると、繁殖力の強い猫（交尾排卵で確実に妊娠）は、いつの間にかネズミ算式に増えて行ってしまいます。
必ず不妊手術を受けさせましょう。（捕獲についてはご相談下さい）
また、周囲が不衛生にならないように気をつけて（置き餌はせずに必ず回収と清掃をすること！）
地域のトラブルに発展しないように心掛けましょう。

■手術費用については、市の助成金を利用することも出来ますので、担当窓口にご相談ください。

■猫を自宅で飼われている方には、不妊手術を済ませたうえでの完全室内飼いがお勧め。
　交通事故に遭ったり迷子になる心配も無く、感染症の予防にもなるので安心です。

■野良猫に関する町内会・自治会等からのご相談や情報提供もお待ちしています。地域で協力し合って
　この問題に取り組んで行く体制づくりが必要不可欠です。　市民の皆さまのご協力をお願い致します。

電話で右記の窓口に申し込む。（市役所環境課 TEL:38-2050 または 経済課 TEL:38-2033）
担当者が現場の確認と生息頭数の調査を実施
状況によっては、捕獲前の準備（数日間の餌付け）が必要な場合もあり
頭数に応じた捕獲器を設置（１回で捕獲可能な頭数は１０頭位）
病院への搬送と手術の実施（手術済みの印として、麻酔下で耳先にＶ字カットを入れる）
病院から搬送し、猫の写真を撮ったうえで元の場所へ戻す（入院は一泊～数泊）

ご相談は
●市役所環境課    TEL :38-2050
●芦屋動物愛護協会事務局　TEL:38-2033
　（市役所経済課内）

野良猫と平和に共生出来る社会をめざして

ＴＮＲ活動に
ついて

市民の皆さん
へのお願い

ＴＮＲの
申し込みと流れ

◎手術費用が市の助成金を上回った分については、
　芦屋動物愛護協会の動物愛護基金を利用しています。
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4

5

6

  参考　   町会長のための野良猫講座  http://www.geocities.jp/noranekogaku/choukaichou/choukai1.html
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7
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7
7
7
7
7
8
8
8
8
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9
9
9
9
10
10
10
11
11
11
11
11
11
11

年

27

1,000
30,000
10,000
10,000
10,000
3,000
10,000
2,000
22,000
5000
1,500
2,000
1,500
5,000

金額

5,000
7,000
15,000
3,000
4,000
5,000
10,000
3,000
5,000
20,000
3,000
1,000

5,000
10,000
2,000
3,000
10,000
5,000
5,000
10,000
10,000
7,000
30,000
30,000
8,000
10,000

Ｋ様
Ｈ様
Ｓ様
Ｉ 様
Ｓ様
Ｏ様
Ｉ 様
Ｆ様
Ｈ様
Ｎ様
Ｓ様
Ｉ 様
Ｔ様
Ｔ様

お名前

Ｒ会様
Ｉ 様
Ｓ様
Ｋ様
Ｔ様
Ｏ様
Ｆ様
Ｈ様
Ｋ様
Ｈ様
Ｙ様
Ｋ様

Ｈ様
Ｈ様
Ｔ様
Ｔ様
Ｉ 様
Ｎ様
Ｏ様
Ｙ様
Ｎ様
Ｙ様
Ｓ様
Ｈ様
Ｍ様
Ｆ様

翠ヶ丘町
親王塚町

精道町
浜町
神戸市
松浜町
浜町

浜芦屋町
伊勢町

西蔵町

ご住所

山手町
朝日ヶ丘町
岩園町
大原町

朝日ヶ丘町
西宮市

朝日ヶ丘町
西蔵町
松原市
浜芦屋町
西山町
浜風町

浜芦屋町
竹園町
業平町
山芦屋町
松浜町
西宮市
西宮市
神戸市
潮見町
豊中市
六麓荘町
西宮市
浜風町
潮見町


