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芦屋に生息する野鳥たちの日々

芦屋川では冬から春にかけての
繁殖期によく見られるようだ
カワセミは単独行動するタイプの鳥だけに
出会う機会もそれほど多いわけでもないが
毎年その姿を見ることができるということから
しっかり環境に馴染んでいることは間違いない
ちなみに芦屋は自然環境が豊のように見えて
実は鳥類にとっていくつか不足している面もある
例えば休息地である大きな池や田んぼは
宅地開発とともにほどなくなっている
また海岸は埋め立てられることで
玉砂利や岩場がなくなることで
小魚・貝類・カニなどエサを
採取することができなくなっている
しかしながらカワセミは
ほぼ芦屋川流域だけで生活できている
さすが自然界のハンターだ

カワセミ／カワセミ科
▲芦屋川・山芦屋公園
【西

▼芦屋川・ルナホール前

隆広プロフィール】

川西町在住

ナチュラリスト

74 歳

子供の頃から昆虫が好きで
幅広く蝶々の観察を皮切りに
芦屋の自然を観察するようになる。
鳥類の観察を始めたのは 30 年ほど前からであり
鳥の生態を通じて芦屋の自然環境を見守っている

写真／川西町

西
隆 広

〜人と動物が共生する
兵庫県動物愛護センターでは、収容・引取りした犬や猫のうち、
譲渡可能な個体について、新しい飼い主を募り、お譲りした後も飼い主と連携して、
地域での犬や猫の正しい飼い方を広めることを目的として譲渡事業を行っています。
＜申込みから譲渡まで＞
❶ふれあいの時間に譲渡対象動物と接していただき、その後申
込みを受付けます。
❷受付け時には、家族構成や生活環境、飼育環境についての確
認を行います。
❸申込書の記載内容、面談内容を複数の職員で審査し、犬につ
いては家族とのマッチング、猫についてはご自宅を訪問して猫
の完全屋内飼育が可能かどうかを確認の上、総合的に判断して
譲渡先を決定します。
❹新しい飼い主に動物をお渡しする際には、飼育管理の方法、
法令遵守等についての講習を実施します。

＜家庭訪問等＞
犬をお譲りした家庭には、譲渡の約２週間後と１年後に訪問し、
犬の状況や家族との関係を確認し、それぞれの家庭の状況に応
じたアドバイスを行います。譲渡の 1 ヶ月後には、基本的なし
つけ方を飼い主さんにお伝えするしつけ方教室を実施します。
猫をお譲りした家庭には、譲渡の約６ヶ月後に、猫の状況や家
族との関係を確認し、それぞれの家庭の状況に応じたアドバイ
スを行います。

＜不妊手術＞
子猫、子犬をお譲りした場合は、生後６ヶ月までにはかかりつ
けの動物病院で避妊･去勢手術を必ず受けていただきます。

＜楽しく暮らすために＞
動物愛護センターの譲渡事業は、犬や猫の生存の機会の拡大を
図ることのみを目的とはしていません。譲渡を受けられた後も
皆さんと連携し、それぞれがお住まいの地域でお手本となる飼
い主さんになって頂きたいと願っています。

社会づくりをめざして〜
〜オンリーわん倶楽部〜
（兵庫県動物愛護センター譲渡犬飼主の会）

オンリーわん倶楽部は、兵庫県動物愛護センターから譲渡され
た犬の飼い主が自主的に運営する会です。動物愛護センターと
連携のもと、会員同士が互いに親睦･交流を図り、犬の正しい飼
い方などを地域に情報発信することにより、人と動物が共生す
る社会づくりに寄与することを目的としています。現在の会員
数は 486 名。芦屋市からは 22 名の方が登録しています。

＜ちょこっと同窓会＞
毎月第一月曜日に開催。気楽に集まれる「ちょこっと同窓会」は、
子犬が他の犬や飼い主と接する機会づくりに、また、飼い主同
士の情報交換の場としても役立っています。

＜譲渡犬同窓会＞
清々しい秋空の下、犬と飼い主が一緒にゲームを行う楽しい運
動会。チームごとに分かれて、日頃のしつけの成果を確認しな
がら和気藹々と得点を競います。豪華な賞品がゲット出来るか
も？

＜アジリティ＆ドッグカフェ＞
満開の桜の下、お花見をしながら愛犬と一緒にお茶とお菓子を
楽しんだり、アジリティを体験したり、のんびりした時間を過
ごす春のイベント。

＜講習会＞
犬と楽しく生活していくためのお役立ち情報満載の講習会（セ
ミナー）を開催しています。

＜会報誌の発行＞
年に３回、会員相互の交流・事業紹介・犬との生活を豊かにす
る情報が詰まった会報誌を発行しています。

「猫の飼い主責任を考える」シンポジウムに参加して
2 月 11 日に兵庫県民会館でシンポジウムが開かれ、芦屋動物愛護協会からは６名が参加しました。衆議院・県議会・市議
会からも多数の議員さんが出席されており、会場は参加者の熱気で溢れていました。
（芦屋市からは、幣原県議と徳田市議
が出席）来賓の方の挨拶のあと、杉本彩氏のスピーチ、神戸市の現状報告、そしてパネルディスカッションへと続きました。

【パネルディスカッション】
まず多頭飼育崩壊の現場に立ち会った方達からの報告がありました。現
場はごみ・糞尿・死骸・ノミなどでとても人が住めるようなところでは
なく、また引き取った猫はまったく人馴れしておらず、信頼関係を築く
のにとても苦労したということでした。
尼崎市の場合、多頭飼育の飼い主には生活保護を受けている方も多く、
知識のなさ・社会的孤立・淋しさ・生活困窮などの問題を抱えており、
ゴミ屋敷に至る構図との類似も指摘されました。川西市の事例では行政
担当者の協力により、すぐに 60 匹以上の猫の一時保管場所（別の市営
住宅の空き部屋）が確保できた結果、なんとか解決ができたということ

【杉本彩氏の基調講演】
今一番懸念しているのが、昨今の猫ブームです。 命のあるものにブー
ムを起こすとどうなるのか？ブームには必ず終わりがあります。ブーム
が去って猫が飽きられたときの状況、受け皿を失った猫達の処遇がとて
も心配です。
先の動物愛護法の改正で、自治体は終生飼養ができない確たる理由がな

でした。
法的な対応ですが、
「努力義務」となっている繁殖法だけでは、守らなかっ
た場合の「告示」は単なる通達でありペナルティがありません。効力あ
る法令が整うように後押しするため、兵庫県では、猫の飼い主責任を明
確にするためのガイドラインを今年度中に作成し、屋内飼育や所有者の
明示、不妊措置などを呼びかけていくことになりました。

ければ、引き取りを拒否できるようになりました。そこで、新たに登場
したビジネスが「引き取り屋」です。行政での処分が出来なくなったた
めに、犬猫を数千円から数万円で引き取る業者が現れ、そこに引き取ら
れた犬猫の運命は悲惨な結果になっています。今のペット業界は、この
引き取り屋無しでは成立しないのが現状です。
また、悪徳ブリーダーは、メディアで取り上げられる人気品種ばかりを
繁殖させ、病気や奇形があってもその異常を隠して販売を続けています。
多頭飼育崩壊については、スライドを映しながらの説明がありました。
可哀想だと保護した数匹の猫の不妊手術が間に合わず、いつの間にか６
０匹だの９０匹だのになってしまった事例が紹介されました。多頭飼育
で問題を起こす飼い主は、不衛生な自宅の現状とひどい悪臭にも麻痺し
てしまっているため、愛護団体だけで対応が出来るものではなく、精神
面でケアをする専門家や行政の協力が必要です。

【神戸市会議員

むらの誠一氏による神戸市の現状報告】

今年の 4 月 1 日から「神戸市人と猫との共生に関する条例」が施行され
ます。これは野良猫の不妊・去勢に特化したもので、全国初の条例です。

☆「ロスアンジェルスでは不妊去勢手術が義務化されているので、そろそ

殺処分されるのは圧倒的に子猫が多いという現状から、増やさないことに

ろ日本でもどうでしょうか」と杉本彩氏が言われましたが、確かに繁殖

よる殺処分の減少を目標にしています。

を制限する国の法律が必要ということを、今回のシンポジウムで実感し

これまでも神戸市は猫の不妊手術費用の一部を公費で助成してきました

ました。これから作成される兵庫県のガイドライン、そして神戸市の新

が、自治会など地域住民の賛同を得られない場合には助成を受けることが

しい条例は、アニマルポリスホットラインに続き、日本の動物福祉をひっ

出来ませんでした。しかし、今回の条例によって、地域の賛同がなくても

ぱっていく取り組みだと感じたシンポジウムでした。

それが可能になりました。人と猫が共生する社会の実現のために、協議会
で野良猫情報を集約し、繁殖制限をして猫の数を減らしていきます。

一時預かり
ア
ボランティ
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糞尿まみれの体はガリガリに痩せ細り、
ケージを見ると脅えてガタガタ震え、おや
つを差し出すと牙をむいて唸った。

ように粉砕されました。
子犬の成長とともに、小学生の娘は上手
にミルクをあげられるようになり、華は子

これが我が家の愛犬『華』に初めて対面

犬に甘噛みする力の加減を教えてくれてい

した時の様子です。散歩に連れ出すと一歩

ました。子犬が里親さんにもらわれて行っ

も動けず、リードを引っ張ると暴れました。

た後は、家の中が静かになり、少し寂しく

ごはんにも全く興味を示さず、なかなか食

なりましたが、無事に第２の犬生に繋げら

べてくれませんでした。

れた達成感を得ることも出来て、今後も一

何を考えているのか、どう感じているの
か、できる限り静かに向き合い、無理に押

時預かりボランティアを続けようと思える
ようになりました。

し付けるのではなく、自然に寄り添えるよ
う努め、ゆっくり時間をかけて信頼関係を

首輪をした経験がない犬に首輪をつけれ

築くようにしました。そして、気がつけば

ばパニックを起こして脱糞し、部屋中に撒

半年の月日が経っていました。

き散らすこともあります。トイレシートを
知らなければ、排泄するのは毛布の上。寝

ちょうどその頃、
「一時預かりボランティ

床にしてるシートをビリビリに破いたりし

アに興味はありませんか」とお声をかけて

ます。人間用の食べ物を食べてはいけない

頂きました。興味はありましたが、正直な

と教えてもらってなければ、ジャンプして

ところ、うまくできる自信は全くありませ

ダイニングテーブルに並べてある夕食を略

んでした。その当時の華は、家族には心を

奪。私達のおかずが減ることもあります。

許していましたが、警戒心が強く、他の犬

蓋付きのゴミ箱を器用に開け、生ゴミで床

が挨拶に来てくれても唸り、家族以外の人

を埋め尽くされたこともあります。

には体を触らせなかったので、預かった犬

他にも想定外のハプニングが起こりますが、

に里親さんが見つかるまで生活を共にする

それはただ単にその犬が知らないだけのこ

ことができるのかとても不安だったのです。

と。人と暮らす上でのルールを教えてあげ
さえすれば、
何の問題もないと私は思います。

その後、初めてお預かりした犬は、生ま
れて間もない子犬でした。とても寒い日に、

こうして我が家で沢山のことを憶えて新

段ボール箱に入れられて路上に放置されて

しい家族のもとへと去って行った犬達。

いたそうです。我が家に到着すると、直ぐ

華を含む私の家族もこのボランティアでの

に華につきまとってお乳を探し始め、華は

経験から色々なことを学ばせてもらい、毎

戸惑った様子で唸っていました。

年何匹もの犬が素敵な里親さんと巡り合い、

５〜６時間おきに人肌に温めたミルクを

第２の犬生を得ることが出来ました。

哺乳瓶で飲ませ、げっぷをさせました。夜

でも、残念ながら里親さんに出逢うこと

は 体温が下がらないよう、湯たんぽと一緒

なく、我が家でお星さまになってしまった

に寝かせました。日が経つと、ミルクを飲

犬が１匹だけいました。次回は、その犬に

む力も強くなり、やがて走るようにもなり、

ついてお話します。

いたずらもするようになりました。娘のノッ
ク式のペンはノックしてもペン先が出ない
ほど齧られ、スリッパはみんな片方だけが
ボロボロになり、トイレシートは紙吹雪の
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動 物 だ よ り

〜 カ ピ テ ィ コ ー ス ト よ り 〜
ジュンコ . Harvey

連載２回目の今回は、私が住むカピティコーストが属しているウエリントン地区の
SPCA（動物虐待防止協会）についてお話しさせて頂きます。

SPCA の目的と働き

また三月に私の住むワイカナエで、とてもユニークなイベント

動物虐待を防止し、すべての動物が人道にかなった治療、健康
的に生きる権利を促す目的で設立された SPCA は、毎年ウエリ
ントン地区で 5,000 匹以上の動物を保護しています。
（病気、負傷、
喪失、虐待、放棄などで保護） SPCA は 1999 年に施行された
動物福祉法の下で人々を起訴する権限を有し、保護された動物
をリホームすることができる唯一の慈善団体です。
SPCA は政府からの助成は受けておらず、地域のコミュニティ
とその地域の人々の善意による寄附に全面的に頼っているとの

が開催されました、市営の屋外プールでの犬のためのスイミン
グイベントです。クラスは小型犬、中型犬・大型犬の時間差で
二つに分けられていて、人間のプールで犬たちが泳げるのです。
残念ながら私は愛犬マイロと参加することができませんでした
が、その時の記事が地域新聞に出ていました。犬たちも飼い主
たちも楽しんでいる様子が伝わってきます。もちろんプールシー
ズンが終わる最終日での開催です。参加費用の全額が SPCA へ
の寄付となります。

ことです。
こちらは農業国でもあるため、犬、猫、うさぎ、ギニーピッグ
などのペットにかぎらず羊、山羊、馬、牛、アルパカ、などの
幅広いファームの動物たちも SPCA の働きに助けられています。
私は政府からの援助を受けていないということは今まで知らな
かったのですが、具体的にどのような方法で SPCA が活動資金
を集めているかというところを調べてみました。

活動資金の調達とイベント開催

これからの課題と問題
こちらでも以前から大きな問題となっているのが、猫の飼い主
の無責任な飼い方。
望まれずに生まれてしまった野良猫の子猫たちです。増え続け

◆SPCA 動物病院の設置。だれでもが予約をすれば、受診が出

る猫は、前回にも触れたように多くの野鳥などにも多大な影響

来る（ウエリントンのみ）

を及ぼしています。SPCA は通年猫の不妊手術を実施していま

◆ドッグウォッシュマシンの設置。お金を入れて専用のバスタ

すが、これは日本でも、NZ でも共通する課題のようです。

ブで犬を洗うことができる（ウエリントンのみ）
また例年、犬が人間を襲ってしまう悲しいニュースがなくなり
ません。中でもアメリカンピットブル、ブラジルマスチフなど
の犬種からの被害が多く報告されています。もちろんすべてこ
の犬種が悪いとは限りませんが、生まれながらに凶暴性を持つ
危険な犬とされており、しっかりとトレーニングをされていな
いものも多く、常に SPCA ではこの犬種の混じった子犬、成犬
◆SPCA の Opp

Shop（オポチュニティーショップの略）それ

が里親探しにでています。昨年 NZ 政府は、このような犬種を

ぞれの地域にセカンドハンドのお店を開き収入を集める

繁殖させないようにし、また飼い主としての責任を持つように

◆ドッグフード、首輪、薬

法を厳しく改正しましたが、一

などのネット通販

◆SPCA センターの一部を誕生日会などの開催場所に提供。動

方では、この犬種に限らずどん

物に触れあうアクティビティなどを行う

な犬でも危険性があるのだか

◆地域の教育とエンゲージメント活動。( 動物たちを学校、
幼稚園、

ら、これらの犬種だけに限って

会社オフィスなどに連れていき、触れ合いを通して動物に対する

法を厳しくするのは平等ではな

思いやりと責任ある行動を教える。ただ、可愛がるだけのもので

いとの声も上がっていました。

はなく、すべての生き物の命が大切であることの啓蒙活動。)

今後も問われ続ける問題のよう

◆地域でのイベントの開催

です。

◆募金活動、募金箱の設置

地域住民の理解と協力が無けれ

私も SPCA の Opp

ば、円滑な運営も難しいことを

Shop に要らなくなった洋服、食器、本な

どを持っていきました。NZ ではとても物を大切にするので、セ
カンドハンドのものがよく売れるようです。このシステムは手
軽に寄付ができいいアイデアだなーと思いました

再認識しました。

Vol.12

院長

はじめまして。この度ご縁がありまして、フジタ動物
病院を引き継ぎ、今春からスイミー動物病院を開院いた
しました永見俊典と申します。私自身は生まれも育ちも
大阪ですので、兵庫や芦屋のお話をたくさん聞かせて頂
けると嬉しいです。
さて本日は、動物の健康に関するエピソードを一つご

スイミー動物病院
永見俊典

人間よりも速いスピードで年を取っていく動物たちで
す。ドリーくんのように、たまたま偶然に大きな病気が
見つかることもあります。今は元気だとしても、一度近
くの動物病院で健康診断を受けてみる というのもいいの
ではないでしょうか。

紹介します。ある日、私の実家で飼っているダックス（去
勢♂、１３歳）、ドリーくんのおしっこに小石のような

http://swimmy-ac.com

モノが混入していると連絡がありました。尿路に結石が
詰まってしまうと急性の腎不全になることもあるので、
かかりつけ医の受診を指示しました。
するとその診察の過程で、尿石とは無関係の脾臓とい
う臓器にしこりが見つかったのです。急遽脾臓摘出手術
を受け、病理検査の結果は悪性腫瘍。
｢血管肉腫｣という、
いきなり破裂して突然死することもあるとてもやっかい
なガンでした。でも、早期発見のおかげで、今もドリー
くんは元気です！！本当に幸運なことだったと思います。

西宮市

野田

眞里子

今から 9 年前のこと、我が家に芦屋動物愛護協会か

戯れる、そんな公園でのひとときは、ハルにはとても幸福な時間のようでした。

ら当時１歳半のゴールデンレトリバーの「ハル」がやっ

４月下旬、変な咳をするようになり、舌の色が紫色に変わっていました。

て来ました。一見大人しく従順そうに見えましたが、

獣医さんに診て頂くと、ガンが肺に転移していてあと 10 日〜２週間の命

散歩に連れて行くと歩きながら私に飛びついたり、反

かもと余命宣告をされました。それからは、アイスクリーム、カステラ、

対方向に引っ張ったりの我儘し放題。しばらくの間は、

トンカツなど、ハルの好物を好きに食べさせました。特にカステラが大好

ハルとの格闘の日々が続きました。

きなようでした。

毎日の散歩では、色々な犬との楽しい出会いがあり、仲良しの犬友達も出
来、やがて私との信頼関係も生まれて、投げたボールを取って来ることも

５月８日、武庫川で会っていたお友達とのお別れに行きました。皆さん涙

出来るようになりました。私のいうことを素直に聞くようになったのは、

ながらに「久しぶりに会えたのに…死んじゃうなんて…」
「ハルと会えて

丁度半年を過ぎた頃だったでしょうか。誰にでも尻尾をふって愛想をふり

良かった！」と言って下さいました。ハルが居なければ、言葉を交わすこ

まき、頭をなでてもらい、子供達からおばあちゃん迄皆に可愛がって貰っ

ともなく通り過ぎたかも知れない人達とも、ハルのお陰で交流の輪が広

て「武庫川のアイドル」と呼ばれるようにもなりました。

がったように思います。１１日の夜から苦しみ始め、１３日の朝、息子の

泳ぎが大好きなはるは、川でボールを投げると、嬉しそうに口の中にボー

腕の中で息を引き取りました。近所の方々が、泣きながらハルの見送りに

ルと水をふくませてゴボゴボいいながら何回も何回も往復して遊びました。

来て下さいました。誰からも愛されたハル、本当にありがとう！

昨年の 8 月から、散歩の途中でへたり込んで動かないことが何回かあり
ましたが、
それは暑さのせいだと思っていました。12 月初旬、
足をひきずっ
て痛そうに歩くはるを病院に連れて行って診て頂き、そこで右足に悪性の
ガンがあるとの診断を受けました。
今年１月に右脚を切ることを決断。3 本足歩行に備えて、42 ㎏あった体重を
35 ㎏迄減量しました。散歩はカートに乗せての移動。近くの公園に行って
遊ばせました。子供達が寄って来ては、頭をなでたり体に抱きついたりして

バ ザ ー 報 告と寄 付 の 内 訳

寄付金

平成28年9月〜平成29年7月

合計313,500 円

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。

◆夏のバザー報告
日

時： 平成２9年6月10日
（土）
・11日
（日）

場

所：精道アパート

売

上：356,700円

募

金： 14,215円

バザー品提供／８７名様
６月の初夏バザーは、
好天にも恵まれ、
大盛況のうちに無事終了しました。
多くの皆さまのご協力に心より感謝いたします。
ありがとうございました。

動 物 慰 霊 祭 のお 知らせ
日時 ： 平成２９年９月２０日（水）午前１０時３０分〜１２時頃
場所 ： 芦屋市霊園内 動物塚前（朝日ヶ丘町）
雨天の場合は霊園事務所２階会議室
・納骨 （事前のお申し込みが必要です） ・献花

・慰霊の言葉など

入 会 につ いて
会費 1 口 : 1000 円／年

2 口 : 2000 円／年〜

( 入会金無し、口数はお気持ちで )

●使途について
譲渡までにかかる費用

PR

＜猫ちゃんのちぐら教室＞
数年待ちのわら製の
猫ちぐらをご存知ですか？
そんなに待てない！
という方に‥‥
紙ひもを使って猫ちゃんの
ために愛情がこもった
世界に１つしかない
手作りのちぐらを
一緒に作ってみませんか？
日

時：平日コース
週末コース

月
9
9
12
12
12
12
12
12
12
1
1
2
2
2
2
3
3
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7

金額
10,000
2,000
20,000
10,000
10,000
3,000
5,000
10,000
11,000
3,000
3,000
2,000
10,000
3,500
17,000
10,000
10,000
15,000
10,000
10,000
5,000
5,000
2,000
3,000
3,000
1,000
1,000
2,000
5,000
10,000
3,000
4,000
2,000
1,000
5,000
10,000
3,000
3,000
5,000
3,000
30,000
3,000
10,000
10,000
10,000

イニシャル
Ｔ様
Ａ様
Ｍ様
Ｋ様
Ｈ様
Ｎ様
Ｈ様
Ｈ様
Ｓ動物病院様
Ｎ様
Ｏ様
Ｔ様
Ｎ様
Ｗ様
Ｓ動物病院様
Ｎ様
Ｈ様
Ｓ動物病院様
Ｍ様
Ｈ様
Ｒ会様
Ｎ様
Ｈ様
Ｍ様
Ｓ様
Ｍ様
Ｋ様
Ｉ様
Ｏ様
Ｙ様
Ｏ様
Ｋ様
Ｆ様
Ｙ様
Ｎ様
Ｈ様
Ｕ様
Ｎ様
Ｕ様
Ｎ様
M様
O様
F様
M様
Ｉ 様／S 様

町名
山手町
尼崎市
神戸市
竹園町
南宮町
浜町
岩園町
西蔵町
呉川町
西蔵町
西蔵町
三条町
岩園町
西蔵町
竹園町
岩園町
西宮市
伊丹市
山手町
西宮市
西蔵町
伊勢町
山手町
楠町
翠ヶ丘町
南宮町
月若町
朝日ヶ丘町
朝日ヶ丘町
松原市
浜町
三条町
精道町
竹園町
高浜町
呉川町
親王塚町
海洋町
精道町
神戸市
山手町
奥池町
平田町／神戸市

10/3( 火 )・10/17( 火 )・10/31( 火 )

10/28( 土 )・11/11( 土 )・11/25( 土 )

※どちらも 10:00 〜 13:00(3 時間 ×3 回 )
定

員：各コース 4 名様

講習費：10,000 円 ( 税別 )
材料費：4,000 円 ( 税別 )
場

所：カムカムビル 3 階 ( スペース R 隣り )
兵庫県芦屋市茶屋之町 1-12

お問い合わせ先：TEL：0797-38-2949( スペース R) まで (11:00 〜 19:00)

芦 屋 動 物 愛 護 協 会 Ashiya Sciety for the Prevention of Cruelty to Animals

事務局：芦屋市役所地域経済振興課内 電話：0797-38-2033
Web：http://www.ashiyaanimalsociety.com/ Mail：ashiya̲animal@hotmail.com

