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オス、メスともに全身黒褐色の可愛らしい留鳥
（年間を通して同じ場所に生息し、季節による移
動をしない鳥）です。日本では初夏に見られる
鴨はカルガモだけです。宮川と西浜公園ではカ
ルガモのペアが毎年ヒナを孵（かえ）して子育
てをしています。すべての卵が孵ると親鳥はすぐ
にヒナを連れて巣を離れます。子育ては母鳥が
行い、父鳥は関知しません。ヒナは孵化後すぐ
に親鳥について泳ぎ、餌も自分で食べます。カ
ルガモが列をなして移動するその姿は、人々の
心を癒すシーンとしてニュースなどでおなじみで
すね。それだけに被写体としてはとても趣があり、
この写真のように心温まるシーンに出会うことも
少なくはありません。しかしながらこの西浜公園
のヒナたちにも試練はあり、天敵であるカラスや
猫の襲撃により命を奪われることも少なくありま
せん。都会で育ったカルガモですが、ここでも
自然の摂理は生きているのです。

【カルガモ豆知識】



「のらねこさんの手術室」 って？

　　　　　のすべてをサポートすることで、

１日も早く、１匹でも多くのノラ猫さんに

不妊手術を進め、殺処分ゼロの早期実現を

目指すための動物病院です。

TNR

Ｔrap ①猫の捕獲のお手伝い

お庭に来ている猫さん達、手術してあげたいけどどうやって捕まえたらよいの？

という方が多い現状。捕獲器を使っての捕獲（あくまでお手伝いなので費用は

いただいておりません）をします。※送迎代は別途かかります。

捕まれば、そのまま病院へ連れて帰ります。また、捕まえられるぐらい慣れて

いるけど、車がない、という方は送迎のみご依頼いただくことも可能です。

2015.10
～

北摂ＴＮＲサポート
～のらねこさんの手術室～
※猫の不妊手術専門です。一般診療はお受けしておりません。

〒563-0028　大阪府池田市渋谷 1-3-21
　　　　　Tel/Fax　072-737-7904
　　　　　Mobile　  090-3848-7904
ホームページ／ http://noranekosan.jp
e-mail ／ info@noranekosan.jp

池田市にＴＮＲの専門病院が出来ました！
今年 6月、高槻市在住の会員さんからＴＮＲの相談を受け
早速現場を見に行ってはみたものの、餌付けするのにまだまだ時間が必要だし
芦屋からは遠すぎるし、一体どうしたものか…と困っていたところに
なんと！強～い味方が登場しました！
捕獲の手配から搬送、手術までをバッチリサポート。
もちろん、費用はボランティア価格です。
そんな素敵な「のらねこさんの手術室」を紹介しましょう。

1 年前に

オープン！

代表　秋本真奈



②不妊手術、原則耳カットをします

③元の場所へ戻す

１日にだいたい２０匹前後のノラ猫さんを手術します。

手術料金は、ノラ猫さん対象でメス８０００円、オス４０００円です。

※オスメスともに、術後の皮下点滴・ノミダニの駆除薬、

メスは２週間持続可能な抗生剤注射、が含まれています。

手術後、１泊入院の後、捕獲した現場で放します。

みんな一目散に駆けていくので、放す時は車通りなど細心の注意を払います。

のらねこさんの寿命は長くありません。１代限りの、与えられた生を全うしてもらえる

ように、引き続き地域の皆さまの見守りの中で暮らしていって欲しいと願います。

※料金設定は、
ＴＮＲをされている方の
負担を減らすために
最大限の努力を
しています。

のらねこさん（お外の暮らしに戻る子）
だからこそ慎重かつ安全な手術を

常に心がけています。

起きたら
さくら耳になってるにゃ！⬇

ここはどこだにゃ？

のらねこさん

１日も早く保健所での殺処分をゼロにしたい、
そして、人と猫、その他の命が当たり前に共
存する世の中にする、私たち自身も生きてい
きたいと思うからこそ、目の前のできること
に精いっぱい力を注いでいきたいと思います。
猫さんの手術に関することでしたらＴＮＲす
べてに関して一緒に考えさせていただきます。
お気軽にご相談ください。

耳カットは手術済み、
見守っている人がいることの証。

再び捕獲され、麻酔をかけられる
ことを考えたら耳先に少しカットを入れ、
手術済みであることが誰にでもわかるように
してあげることが大切です。
（実際に耳カットがなかったことで
再度捕獲されたり、麻酔をかけられたり
最悪開腹をされてしまう猫さんがいます。）



愛犬が外に出ても、迷惑をかけないで人に好かれる犬として、その地域の中に住民と共に生活できるように、飼い主
が愛犬を専門のトレーナーに預けます。日本では、犬のトレーニングには結構なお金を支払わないとなりませんが、
ニューヨークではそれほど高くはありません。日本は預かるところ（ペットホテル）と躾をする所とは別の施設となりま
すが、アメリカでは飼い主が会社に行っている間、預けているペットのデイケアーでは、預かること＝躾をする犬の学
校です。日本のように、ただ犬を預かって遊ばせているだけのペットホテルはありません。室内と室外の遊ぶエリアを持っ
ていて、その個々に2,500キロ平方メートル以上の広さがあります。（芦屋の小学校の数ぐらいの割合であります）
値段は４時間以内だと＄１５　◉４時間以上（朝の７：３０から夕方６時まで）週１、２回の利用　＄２０　◉週３回以
上の利用　＄１８　年齢が６ヶ月未満の犬は1日で$15です。日本に比べると大変安いですね。そして、デイケアー（犬
の学校）と言ってる通り、躾＋スイミングもあります。泳げない犬は補習授業もしてくれます。子犬の時からこういう
学校へ入れますが、そう言う機会の無かった成犬については、入園テストがあり、凶暴なタイプ、シャイ過ぎるタイプ
は入園できません。犬の学校への送り迎え時には、学校側のトレーナーさんは飼い主の観察もしています。そして飼
い主にも悪いところは注意をします。「今あなたの犬が、こうこうしていましたが、あなたはそれを注意せず、甘やか
せていましたね。あれはイケマセン。こういう風に注意をしてください！」としっかりと飼い主にも悪いところを指摘します。
日本でもこのようにリーズナブルな料金でしつけを頼める犬の学校があればいいですね。犬も飼い主から離れて、学
校で勉強をする大切さをここニューヨークで実感しました。
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呼ばれるまで待つ

並んで歩く

楽しいプール

フリータイム

「泳ぎたくない！」と抵抗する

授業中



　先住猫のあんこが我が
家にやってきたのは 2 年
前のこと。生後 2ヶ月足ら
ずの可愛い仔猫でした。
毎日色んなＨＡＰＰＹをあん
こにもらいながらの楽しい
日々がスタートしました。と
ころが、何にでも興味津々
のあんこは、ある日、ほん
の少し開いた玄関ドアから
外に飛び出してしまいまし
た。玄関の先は比較的車

の多い通り。ぞっとして、大慌てで必死で捕まえたのを憶え
ています。
　それ以来、帰宅する度に玄関ドアを開けるのが怖くなっ
てしまい、玄関の内側にもう一枚扉を設置することにしまし
た。インターネットで情報を集め、突っ張り棒と木材、網を
購入し、１週間ほどで完成。何度か改良を加えて現在の
形に落ち着きました。半分は固定、半分は扉になっていて、
普段の生活にも支障ありません。この内扉のお陰で、脱
走の心配が解消し、精神的にも助かっていますし、扉の
奥でころんころん寝転がりながらお迎えをするあんこの姿に
癒されてもいます。

　窓にはロックをつけて脱走防止対策をしていますが、次の
問題はバルコニーでした。
隣のマンションにぴょんっと飛び移れば脱走が可能です。
あんこが盛んにバルコニーに出ようとするため、私達はどうし
たものかと悩んだ末、思い切って業者に依頼してバルコニー
を部屋に改造。２畳弱のスペースですが、窓を付けたので
風通しも良く外も見えるので、猫にとってとても良い遊び場と
なりました。
　ＩＫＥＡで物置用平台とステーを購入。壁に穴を開け段違
いに固定し、キャットステップも製作。あんこも気に入ってくれ
たようで、いつもそこから外を眺めています。
　この度、芦屋動物愛護協会とのご縁で新たに仲間入りし
た虎太郎も、早速ステップの上
までチャレンジして楽しそうに遊
んでいます。
猫を完全室内飼いにするのは、
交通事故や感染症の危険を回
避出来るのでとても安心です。
2 匹にストレスを与えることなく、
猫と人間の双方が楽しめて安
心出来る居住スペースを作れ
ればと思っています。

動 物 愛 護 的 建 物 探 訪

猫仕様のおウチ

神戸市　山本

２号線をママの車で走っていると、白に赤いラインで壁にイラストの描か
れた可愛いお店を発見しました。この韓国料理レストラン「ann」は、なんと！
犬連れ大歓迎！なんだって。「ワンコＯＫスペース」はインナーテラスなん
だけど、冷暖房付きなので真夏だって平気なの。チワワちゃんとかの小さ
いワンコ達が２０匹位も大集合したこともあるそうな。かわいい器でお水
もくれたし、ビスケット５つも貰えちゃった！ミニチュアピンシャーの飼
い主さんがやってるお店なので、ワンコにはとても理解があるのよね。お
母さんたちは、「韓国料理がワンコと一緒に食べられるなんて、他には無い
よね～」って、おいしそうにランチセットを食べてたよ。犬用スペースは
２テーブルだけだから、念のために予約をしてくださいね！

■ランチタイム／１１時３０分～１４時
ランチセット　１０００円～１５００円
冷麺やビビン麺　１０００円～
 ■カフェタイム／１４時～１７時
各種パンケーキとコーヒー・紅茶・韓国茶などのセットで１０３０円～
 ■ディナータイム／１７時３０分～２０時
ビビンバやチヂミ　１０００円～
骨つきカルビ　１８００円　など

ワンコと一緒におでかけしよう！
韓国料理レストラン「ａｎｎ」　

Reported by リディア

芦屋市清水町３－７　Te l . 0797 -23 -1399



私と柴犬との出会い
松原市　S

【柴犬の思い出】
　私が中学３年生の時のこと、柴の仔犬が家族の一員に
加わり「リキ」と名付けられました。その当時は柴犬を
室内で飼うという意識が薄く、リキは終生を
庭で過ごしましたが、元気いっぱいに庭を走
り回ったりボール遊びをした後は、玄関の下
駄箱下にある空間に潜り込むのが大好きな犬
でした。
　やがて、私と弟は実家を離れ大学へ進学
することになり、家には両親とリキだけに
なりました。遊び相手がいなくなったリキ
には、大変寂しい日々だったと思います。
兄弟２人が帰省した時には、満面の笑顔で尻尾を振って
出迎えてくれました。
　リキの晩年は散歩が出来ないほど足腰が弱り、認知症
の疑いもありました。最後は家族の顔も認識出来ていな
かったかもしれませんが、随分と長生きをして静かに
18年の犬生を終えました。

【新しい家族】
　リキが亡くなって１０年が経った今年の春、中学生に
なった息子は難しい年頃を迎えました。家庭に新しい風
が必要かと感じ始めていた私は、思い切って動物を飼う
ことを提案してみました。すると、即座に「柴犬が欲し
い！」と息子が言うので驚きました。 幼児期にリ
キと遊んだ記憶が残っていたので
しょうか。
　テレビ番組で「里親犬」の特集を
していたので、里親募集のサイトを
調べてみたところ、柴犬「さっちゃ
ん」の掲載記事を発見！横顔がリ
キにそっくりだったため、迷わず
里親希望のメールを送りました。
芦屋動物愛護協会のブログには、
さっちゃんの辛かった生活が綴
られており、心を痛めながらも
お見合いしてみる決心をしまし
た。

　初めてさっちゃんと出会った時の印象は、本当にそん
なに辛い生活だったのかと思う位明るく元気なワンちゃ
んでした。息子と小学生の妹に連れられて、家の周辺の

お試し散歩をした時のさっちゃんの笑顔は、
たまらなく嬉しそうでした。子供達とさっちゃ
んの楽しそうな散歩風景を見たその瞬間、私
は里親になることを決意しました。

　我が家に迎えることが決まってからは、家
族で新しい名前を考え、「ユキちゃん」と改名
することに決定。そして、受け入れ準備が始
まりました。３週間後、ようやく我が家の一

員となったユキちゃんとの新生活がスタートしました。
最初の３日間は、
家の中では落ち
着かない様子で
いつも玄関の扉
を眺めていまし
た。お世話になっ
たＴさんを探し
ていたのでしょ
うか。
　我が家に来た
当初は見向きも
しなかったユキちゃんの専用スペース（居間のクローゼッ
ト下段を改装）も、 今では大のお気に入り場所と

なって、すっかりくつろい
でお昼寝したりしています。
　中学生の息子は積極的に
ユキちゃんの面倒を見てく
れていて、今まで見たこと
のない光景に私と妻はビック
リ。ユキちゃんが家族に加わっ
てくれて本当に良かったと感
謝するとともに、これからは
ユキちゃんにも子供達の成長
を見守ってもらいたいと強
く願っております。
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里親便り



　ちょっとしたご縁があって、１年
ほど前から野良猫のＴＮＲのお手伝
いをさせて頂いております。自宅が
芦屋市と西宮市の境にあるので、私
が見ているのは西宮に近いエリアの
猫達になりますが、最近では、全く
同じような毛色や体型の猫でも、仕
草や顔つきで個体識別も出来るよう
になりました。２年前に芦屋動物愛
護協会から可愛い仔猫を譲り受けた
ので、猫のおはなしもしたいのです
が、今日は私の山小屋暮らしを紹介
することに致しましょう。
　２０年ほど前のこと、都会の喧騒を離れて大自然の中で過ごしたく
なって、兵庫県但馬の山奥での別荘（？）暮らしを始めました。とは言っ
ても、夙川にあるマンションと但馬を毎週行ったり来たりする生活で、
大体月の三分の一位を山で過ごしていることになります。其処は麓の村
とはかなり離れたところで、まわりに人家は殆どありません。そんな僻
地にひとりでよく暮らせるものだと、家族や友人は呆れていますが本人
はいたって大満足。とても快適な生活です。もともとは、ヤマメ、イワ
ナなどの渓流釣りが趣味だったので毎日大好きな釣りをしたくて山に住
みたいと思うようになったのかもしれません。昔は魚などの保護活動も
熱心にやっていたこともあって魚付き合いで養魚場のあるこの土地を選
んで、自分ひとりでコツコツとボロ小屋を建てました。
　長年掛けて補強改造を重ねて来たので、住み心地もかなり良くなり気
に入ってます。土地は借地なのですが、賃料は「２５年で２０万円、そ
の後は無料」と言う信じられないような破額の値段で借りることが出来
ました。敷地割の時も、地主さんとのやりとりは「どの辺りに建てる？」
「う～ん、この辺り !」って感じで、ほんの５秒で決まってしまいました。
小屋を建てた最初の頃は、屋根の隙間から野鳥が入って来て家の中を飛
び回っていたり、ふと見ると床をサンショウウオが這い回っていたり、
冬にはテンが家の中に居着いてしまって無慈悲な狼藉の限りを尽くすと
いう超ワイルドな環境でした。まさに大自然の中のほんの一角を貸して
もらって暮らしてるって雰囲気です。でも、キャンプ場に行って慌ただ
しくほんの数日を過ごして帰るという一般的なアウトドア生活と比べる
と、自然と触れ合う時間を思う存分持つことが出来たので、本当に有意
義だったと思っています。
　さて、そんな環境で育てられた我が家の子供達。さぞや自然大好きな

野生児に育ったでしょうねとよく言われるのですが、高校生の頃からは
滅多に来なくなりました。学校の部活とやらに息子をとられてしまっ
たって訳なんですね。息子はダメでも、せめて一人位は若いナチュラリ
ストが育たないものかと密かに願っていたのですが、私の小屋に来る連
中は、ケダモノ偏が付く程の釣り狂いの奴とかそんな連中ばかりで、私
の思惑は見事に外れてしまってます。この地域は冬は平地でも２メート
ル以上の積雪があるので、人間の姿を見かけることなどはほとんど無く、

餌を求めて徘徊する動物の足跡だけ
が唯一のいきものとの出会い。さす
がの私も人恋しくなってしまい、そ
んな野生動物をご近所さんと思って
お付き合いをしています。
　近くにある養魚場の棄てた魚をア
テにして、毎夜キツネとタヌキが
やって来るのですが、窯の側で私が
食事をしていると、何かおこぼれに
預かれないかと小屋の回りを行った
り来たりしています。時々残り物を
少し分けてやったりもしますが、彼
等があまり人を警戒していない様子
から想像するに、おそらく大昔から、
ここの養魚場が彼等の餌場になって
いたのでしょう。タヌキは厚かまし
い性格なのか、キツネが食べている
最中に無理矢理割り込んで来ては魚
の横取りを繰り返していますが、
怒ったキツネにガガッ！と噛みつか
れても皮下脂肪が厚いせいなのか、

全然ひるまず全く気にしている様子もありません。横取りばかりされて
るキツネが可哀想になって「コレコレ！」ってタヌキを叱ってみせると
ちょっとだけ逃げてこちらの様子を伺っています。キツネの方は、何故
か昔から人に馴れているようで、私が側へ寄って行ってもあまり逃げよ
うとはしません。野生動物で当然警戒心は有りますから、ある程度の距
離は保っていますが、食べ物を貰えるかと期待して飼い犬のようにお座
りしている姿は、なかなか可愛いものです。野生動物を人に依存させる
のは問題だという意識も持ってはいるものの、彼等が人と共存しながら
生きているのは昔からのことだし大目に見てあげることにしようかな…
と少し自分自身に甘くなっています。

芦屋の自宅サロンでゆったりと丁寧に
ワンちゃんのお手入れいたします。
芦屋の自宅サロンでゆったりと丁寧に
ワンちゃんのお手入れいたします。

Dogs Studio 

NOCE
 ノーチェ

〒659-0012 芦屋市朝日ヶ丘町13-28-706 
email : noce0903@ezweb.ne.jp 不定休 

チワワ（ロング）
ヨークシャテリア
Mダックスフンド（ロング）
シーズー
トイプードル
Mシュナウザー

4,500yen
4,500yen
4,500yen
5,500yen
6,500yen
6,500yen

3,500yen
3,500yen
4,000yen
4,000yen
4,000yen
4,000yen

シャンプーコースPrice List シャンプー＆カットコース

西宮市　 田井忠良



の掃除もして、すっかり
綺麗になったところで作
業終了。この頃には夕日
がさしていました。
　このようにバザーの裏
方は大変な作業の連続で
すが、皆さん和やかに楽
しくお仕事に励まれてい
ました。これも、保護動物の医療費や養育費に充てる資金作
りという一つの目標のため。私も少しでも動物たちのために
役立ちたいと願い、微力ながら参加させて頂きました。皆さ
んもいつか機会があれば、是非一度参加してみて下さいね！

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12月～平成28年7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 271,000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。

　毎年２回開催されている動物愛護協会のバザーは、私が
いつも心待ちにしているイベントです。思わぬ掘り出し物
に出会えるうえ、そこで買い物することが動物愛護に役立っ
ているのが実感できるからです。今年は、寄贈品の提供と
当日のお買い物、そして、後片付けにも参加させて頂きま
した。
　今回事前に犬の散歩友達に声をかけてみたら、数人が夏物
衣料、食器、雑貨、ペットグッズなどを提供してくださいま
した。恵まれない犬や猫のためになるバザーなので、動物好
きの友人達は、皆喜んで不用品を寄贈してくれました。この

ような品々が売れて行くのを確認出来る
のも、また嬉しい瞬間ですね。
　バザー当日はうだるような暑さの
中、朝から沢山のお客様が来られ

ていて、バザー会場は熱気ム
ンムン。あれだけの数の商
品の整理、値つけ、陳列
など、本当に大変だった
ろうなと、スタッフの
皆さんに感謝をしなが

ら、私もお買い物を楽しみました。
　３日目は朝からバザーの後片付け。食器などを一つ一つ梱
包材に包んで箱につめ、洋服などもきれいに整理して梱包。
また次のバザーに使えるよう、或いは、後日他所の団体のバ
ザーにも提供出来るよう、保管場所に運び込みました。会場

芦屋市動物愛護協会のバザーに参加して

月
6
7
10
11
12
12
1
1
1
1
1

5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6

6
7
7
7
7
7
7
7

年
27

27

4,000
10,000
10,000
4,000
3,000
3,000
3,000
5,000

金額
3,000
1,000
10,000
5,000
3,000
10,000
3,000
36,000
10,000
20,000
5,000

5,000
30,000
5,000
30,000
2,000
10,000
3,000
20,000
2,000
3,000
8,000
5,000

K 様
Ｈ様
F様
S様
S様
Ｈ様
Ｓ様
Y 様

お名前
M様
Y 様
Ｓ様
N様
S様
K様
O様

S動物病院様
H様
S様
K様

Ｋ様
F様

R会様
S動物病院様

I 様
N様
Y様
H様
I 様
U様
M様
N様

西宮市
竹園町

朝日ヶ丘町
松浜町
松ノ内町
神戸市
松原市
神戸市

ご住所
伊勢町
三条町
浜町
伊勢町
松ノ内町
若葉町
宝塚市
岩園町
浜町

奥池南町
前田町

岩園町
陽光町
山手町
岩園町

朝日ヶ丘町
潮見町
三条町
浜芦屋町
西宮市
高浜町
浜風町
豊中市

ような品々が売れて行くのを確認出来る
のも、また嬉しい瞬間ですね。
　バザー当日はうだるような暑さの
中、朝から沢山のお客様が来られ

ていて、バザー会場は熱気ム
ンムン。あれだけの数の商
品の整理、値つけ、陳列

三条町　やまざき まり

平成２８年７月　精道アパート バザー　収支報告

【収入】
売　上　　270,250 円
募金箱　　  17,262 円
寄付金　　  23,000 円

収入計　　310,512 円

【支出】
会場費　　　０円（精道アパート５日分　オー
　　　　　　　　　　　　 ナー様のご厚意により無償）

仕 　 入 　10,000 円（動物クッキー）　　　　
消 耗 品 　  8,644 円（段ボール・ガムテープ他）
福利厚生費　 46,566 円（スタッフ昼食・飲物代
　　　　　　　　　　　　のべ５０名分）

交 通 費 　 1,230 円（芦有通行料）
雑 　 費 　 3,827 円（ポスターコピー代・ゴミ処
　　　　　　　　　　　　理代金）

支 出 計 　70,267 円

【会　場】　精道町／精道アパート１Ｆ（会員様所有）
【開催日】平成２８年７月２日（土）３日( 日）　両日とも晴　真夏の暑さ
【バザー品ご提供】６０名様以上




